
公益財団・社団法人一覧 令和元年12月末時点

項番 法人種類 法人名称

1 公益財団法人 アーツフランダース・ジャパン 武蔵野市 吉祥寺東町4丁目2番2号

2 公益財団法人 アーバンハウジング 千代田区 神田小川町１丁目１１番９号

3 公益財団法人 合気会 新宿区 若松町１７番１８号

4 公益財団法人 合気道養神会 新宿区 高田馬場４丁目１７番１５号　東陽ビル2階

5 公益財団法人 愛恵福祉支援財団 北区 中里２丁目６番１号

6 公益財団法人 アイザワ記念育英財団 中央区 日本橋１丁目１５番３号　組橋ビル２階

7 公益財団法人
アイスタイル芸術スポーツ振興
財団

港区 赤坂一丁目１２番３２号アーク森ビル３４階

8 公益財団法人 愛世会 板橋区 加賀１丁目３番１号

9 公益財団法人 愛知県育英会 文京区 小石川５丁目７番１３号

10 公益財団法人 会津学生寮 文京区 千石１丁目４番１６号

11 公益財団法人 あいである 品川区 西五反田7-22-17

12 公益財団法人 アイメイト協会 練馬区 関町北５丁目８番７号

13 公益財団法人 青井奨学会 中野区 中野４丁目３番２号　株式会社丸井グループ本社内

14 公益財団法人 明るい選挙推進協会 千代田区 一番町13番地３

15 公益社団法人 昭島市医師会 昭島市 緑町２丁目２８番１号

16 公益社団法人 昭島市シルバー人材センター 昭島市 中神町２丁目３２番１８号

17 公益社団法人
あきる野市シルバー人材セン
ター

あきる野
市

平沢３２番地１

18 公益財団法人 アキレス育英会 新宿区 北新宿２丁目２１番１号

19 公益社団法人 浅草医師会 台東区 雷門１丁目１０番５号

20 公益社団法人 浅草歯科医師会 台東区 寿一丁目２番３号　ＡＴﾋﾞﾙ４階

21 公益社団法人 浅草法人会 台東区 蔵前３丁目５番１５号　カールビル

22 公益財団法人 旭硝子財団 千代田区 四番町５番地３　サイエンスプラザ２階

23 公益財団法人 アサヒグループ学術振興財団 墨田区 吾妻橋１丁目２３番１号

24 公益財団法人 アサヒグループ芸術文化財団 墨田区 吾妻橋１丁目２３番１号

25 公益財団法人 朝日新聞文化財団 千代田区 丸の内２丁目１番１号　明治生命館６階

26 公益財団法人 朝日生命成人病研究所 中央区 日本橋馬喰町２丁目２番６号　朝日生命須長ビル

27 公益社団法人 麻布法人会 港区 元麻布３丁目１番３６号

28 公益財団法人 アジア・アフリカ文化財団 三鷹市 新川５丁目１４番１６号

29 公益財団法人 アジア学生文化協会 文京区 本駒込２丁目１２番１３号

主たる事業所住所
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30 公益財団法人 アジア教育文化交流協会 港区 南麻布５丁目２番３２号　興和広尾ビル

31 公益財団法人 アジア刑政財団 昭島市 もくせいの杜2-1-18

32 公益社団法人 アジア産業技術交流協会 中央区 日本橋茅場町１丁目5番2号

33 公益財団法人 アジア人口・開発協会 港区 西新橋二丁目１９番５号　カザマビル８階

34 公益財団法人 アジア生命保険振興センター 千代田区 永田町２丁目１３番１０号　プルデンシャルタワー20階

35 公益社団法人 亜細亜美術協会 台東区 三ノ輪２丁目１５番５号　モナークマンション三ノ輪３０２号

36 公益財団法人 アジア福祉教育財団 港区 南麻布５丁目１番２７号

37 公益財団法人 アジア留学生奨学財団 中央区 日本橋１丁目２番１９号　日本橋ファーストビルディング8階

38 公益財団法人 あしたの日本を創る協会 文京区 本郷2-4-7　大成堂ビル４階

39 公益財団法人 味の素奨学会 中央区 京橋２丁目１７番１1号

40 公益財団法人 味の素食の文化センター 港区 高輪３丁目１３番６５号

41 公益財団法人 味の素ファンデーション 中央区 京橋１丁目１９番４号ＴＡＦ京橋ビル

42 公益財団法人 あすか財団 杉並区 高井戸西2丁目10番2号

43 公益財団法人 アステラス病態代謝研究会 中央区 日本橋本町4-8-15

44 公益財団法人 あすなろ福祉財団 台東区 蔵前1丁目5番1号

45 公益財団法人 あすのば 港区 赤坂3-21-6　河村ビル

46 公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセン
ター

足立区 千住一丁目５番７号（あだち産業センター２階）

47 公益財団法人 足立区生涯学習振興公社 足立区 千住５丁目１３番５号

48 公益社団法人 足立区シルバー人材センター 足立区 西保木間１丁目８番２号　西保木間複合施設内

49 公益財団法人 足立区体育協会 足立区 中央本町１丁目１７番１号

50 公益財団法人 アダチ伝統木版画技術保存財団 新宿区 下落合３丁目13番17号

51 公益社団法人 足立法人会 足立区 千住中居町２５番７号

52 公益財団法人 安達峰一郎記念財団 新宿区 四谷１丁目１３番

53 公益財団法人 渥美国際交流財団 文京区 関口３丁目５番８号

54 公益社団法人
ア・ドリームア・デイＩＮＴＯ
ＫＹＯ

品川区 上大崎三丁目10番59-202号

55 公益社団法人 アニマル・ドネーション 港区 南青山二丁目15番5号　FARO１階

56 公益財団法人 アパ日本再興財団 港区 赤坂３丁目２番３号

57 公益財団法人 アフィニス文化財団 港区 赤坂2丁目13番5号

58 公益財団法人 阿部育英基金 国立市 富士見台２丁目３６番地２

59 公益財団法人 奄美奨学会 港区 芝5丁目13番14号　加納会計事務所内
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60 公益社団法人
アムネスティ・インターナショ
ナル日本

千代田区 神田小川町2丁目１２番地１４　晴花ビルディング7階

61 公益財団法人 雨宮児童福祉財団 千代田区 五番町１２番７号　ドミール五番町１-０６１

62 公益財団法人 アメリカ研究振興会 千代田区 有楽町１丁目１３番１号　第一生命館内

63 公益財団法人 新井科学技術振興財団 墨田区 江東橋２丁目８番３号

64 公益財団法人 荒川区芸術文化振興財団 荒川区 荒川７丁目２０番１号　東京都荒川区立町屋文化センター内

65 公益財団法人 荒川区自治総合研究所 荒川区 荒川２丁目１１番１号

66 公益社団法人 荒川区シルバー人材センター 荒川区 東尾久４丁目３２番７号

67 公益社団法人 荒川法人会 荒川区 西日暮里６丁目７番６号

68 公益財団法人 アルカンシエール美術財団 品川区 東五反田３丁目２０番１４号

69 公益社団法人 アルコール健康医学協会 文京区 本郷３丁目２５番１３号

70 公益財団法人 ＡＬＳＯＫありがとう運動財団 港区 元赤坂1丁目6番6号

71 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 千代田区 西神田３丁目８番１号千代田ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ東館9階

72 公益社団法人 安全保障懇話会 新宿区 若松町１８番３号

73 公益財団法人 飯田育英財団 北区 滝野川７丁目２７番１１号

74 公益財団法人 医学教育振興財団 文京区 湯島１丁目９番１５号　茶州ビル7階

75 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 千代田区 霞が関３丁目７番１号　霞が関東急ビル15階

76 公益財団法人 石井記念証券研究振興財団 中央区 日本橋茅場町１丁目１３番１４号

77 公益財団法人 石澤奨学会 中央区 銀座６丁目７番１号　銀座みゆきガーデンビル5階

78 公益財団法人 いしずえ 目黒区 目黒１丁目９番１９号

79 公益財団法人 石橋財団 中央区 京橋一丁目７番２号ミュージアムタワー京橋7階

80 公益財団法人 石橋由紀子記念基金 港区 新橋２丁目１６番1-402-1号

81 公益財団法人 伊勢丹奨学会 新宿区 西新宿三丁目２番５号

82 公益財団法人 磯野育英奨学会 中央区 日本橋室町１丁目１２番１４号

83 公益財団法人 井田育英会 墨田区 立川２丁目１０番７号　株式会社メヌマ内

84 公益社団法人 板橋青色申告会 板橋区 本町３８番５号

85 公益社団法人 板橋区医師会 板橋区 大和町1番7号

86 公益財団法人 板橋区産業振興公社 板橋区 板橋２丁目６５番６号

87 公益社団法人 板橋区シルバー人材センター 板橋区 板橋二丁目65番6号板橋区情報処理センター2階

88 公益財団法人 板橋区体育協会 板橋区 小豆沢３丁目１番１号　板橋区立小豆沢体育館

89 公益財団法人 板橋区文化・国際交流財団 板橋区 大山東町５１番１号
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90 公益社団法人 板橋法人会 板橋区 氷川町39番2号

91 公益財団法人
市川房枝記念会女性と政治セン
ター

渋谷区 代々木２丁目21番11号

92 公益財団法人 市村清新技術財団 大田区 北馬込１丁目２６番１０号

93 公益財団法人 一商奨学会 渋谷区 南平台町2番6号

94 公益財団法人 一新会 文京区 本郷３丁目３７番８号　本郷春木町ビル５階

95 公益財団法人
一般用医薬品セルフメディケーショ
ン振興財団

千代田区 内幸町１丁目１番１号　帝国ホテルタワー10F

96 公益財団法人 出光美術館 千代田区 丸の内３丁目1番１号

97 公益財団法人 出光文化福祉財団 目黒区 青葉台３丁目４番１５号

98 公益財団法人 伊藤記念財団 目黒区 三田１丁目６番２１号

99 公益財団法人 伊藤国際教育交流財団 新宿区 西新宿３丁目８番４号　ＢＡＢＡビル5階

100 公益財団法人 伊藤謝恩育英財団 千代田区 五番町１２番３号

101 公益財団法人 伊東奬學会 大田区 荻中３丁目１０番４号

102 公益財団法人 伊藤忠記念財団 港区 北青山２丁目５番１号

103 公益社団法人 移動通信基盤整備協会 千代田区 永田町２丁目１４番２号山王グランドビル

104 公益財団法人 いなぎグリーンウェルネス財団 稲城市 長峰１丁目１番地

105 公益社団法人 稲城市シルバー人材センター 稲城市 東長沼２１１２番地の１

106 公益財団法人 井上育英会 新宿区 市谷田町二丁目３１番１号

107 公益財団法人 井上科学振興財団 渋谷区 南平台町１５番１５号　南平台今井ビル601

108 公益財団法人 井上バレエ団 世田谷区 砧８丁目４番１３号

109 公益財団法人 井之頭病院 三鷹市 上連雀４丁目１４番１号

110 公益財団法人 イハラサイエンス中野記念財団 港区 高輪3丁目11番3号

111 公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団 中央区 日本橋小伝馬町７番16号　ニッケイﾋﾞﾙ5階

112 公益財団法人 医療科学研究所 港区 赤坂３丁目２番１２号　赤坂ノアビル５階

113 公益財団法人 医療機器センター 文京区 本郷1-28-34

114 公益社団法人
医療系大学間共用試験実施評価
機構

文京区 湯島１丁目９番１５号

115 公益財団法人 医療研修推進財団 港区 西新橋１丁目6番１1号

116 公益社団法人 医療・病院管理研究協会 新宿区 新宿１丁目29番8号

117 公益財団法人 岩城留学生奨学会 中央区 日本橋小網町19番8号

118 公益財団法人 岩國育英財団 千代田区 麹町４丁目3番３号　新麹町ビル

119 公益財団法人 いわさきちひろ記念事業団 練馬区 下石神井４丁目7番2号
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120 公益財団法人 岩谷時子音楽文化振興財団 港区 六本木６丁目１０番１号　六本木ヒルズ森タワー２３階

121 公益財団法人 岩谷直治記念財団 中央区 八重洲2丁目４番１１号　八重洲ｈ+ビル3階

122 公益財団法人 岩垂奨学会 千代田区 六番町１３番地５

123 公益財団法人 岩手県学生援護会 豊島区 要町２丁目５番５号

124 公益社団法人 インテリア産業協会 新宿区 新宿３丁目２番１号　新宿三丁目ビル８Ｆ

125 公益財団法人 インナートリップ国際交流協会 港区 麻布台１丁目９番８号

126 公益財団法人 インペックス教育交流財団 港区 赤坂５丁目３番１号　赤坂Bizﾀﾜｰ34階

127 公益財団法人 ウイルス肝炎研究財団 文京区 湯島１丁目２番５号

128 公益財団法人 上高会 台東区 上野公園内　都立上野高等学校内

129 公益財団法人 ウェスレー財団 港区 南青山６丁目１０番１１号

130 公益社団法人 上野法人会 台東区 東上野１丁目２番１号　朝日信用金庫西町ビル５階

131 公益財団法人 上原記念生命科学財団 豊島区 高田３丁目２６番３号

132 公益財団法人 上廣倫理財団 千代田区 三番町6番地3

133 公益財団法人 植村記念財団 板橋区 蓮根２丁目２１番５号

134 公益財団法人 Well-being for Planet Earth 千代田区 麹町１丁目４番地４

135 公益財団法人 ウシオ財団 千代田区 丸の内1丁目6番5号　朝日生命大手町ビル19階

136 公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 千代田区 麹町三丁目７番１号　半蔵門村山ビル

137 公益財団法人 海原会 品川区 南大井６丁目１６番１２号　大森コーポビアネーズ４０３号

138 公益財団法人 海と渚環境美化・油濁対策機構 文京区 湯島２丁目３１番24号　湯島ベアービル

139 公益財団法人 梅若会 中野区 東中野２丁目６番１４号

140 公益財団法人 梅若研能会 渋谷区 西原１丁目４番２号

141 公益財団法人 浦上食品・食文化振興財団 千代田区 紀尾井町６番３号　ハウス食品東京本社ビル

142 公益財団法人 運行管理者試験センター 港区 芝大門１丁目１６番地３号芝大門１１６ビル７階

143 公益財団法人 運動器の健康・日本協会 文京区 本郷2丁目21番3号　青木ﾋﾞﾙ5階

144 公益財団法人 雲浜奨学会 世田谷区 松原２丁目３４番６号

145 公益財団法人 エイズ予防財団 千代田区 三崎町１丁目３番１２号　水道橋ビル5階

146 公益財団法人 永青文庫 文京区 目白台１丁目１番１号

147 公益社団法人 映像文化製作者連盟 中央区 日本橋小網町１７番１８号　藤和日本橋小網町ビル７階

148 公益財団法人 ＡＦＳ日本協会 港区 虎ノ門１丁目２２番１４号　ミツヤ虎ノ門ビル7Ｆ

149 公益社団法人 ＡＣジャパン 中央区 銀座７丁目４番１７号　電通銀座ビル
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150 公益社団法人
ＳＬ災害ボランティアネット
ワーク

千代田区 九段北１丁目１５番２号

151 公益財団法人 ＳＢＩ子ども希望財団 港区 六本木１丁目６番１号

152 公益財団法人 ＳＢＳ鎌田財団 墨田区 太平４丁目１番３号

153 公益財団法人 江副記念リクルート財団 港区 西新橋１丁目２０番３号

154 公益財団法人 江戸糸あやつり人形結城座 小金井市 貫井北町３丁目１８番２号

155 公益財団法人 えどがわ環境財団 江戸川区 松島1丁目44番12号　KTパークビル

156 公益財団法人 えどがわボランティアセンター 江戸川区 松島１丁目38番1号　グリーンパレス内

157 公益社団法人 江戸川区薬剤師会 江戸川区 中央１丁目３番１３号

158 公益財団法人 ＮＥＣ　Ｃ＆Ｃ財団 港区 芝５丁目７番１号　ＮＥＣ本社ビル

159 公益財団法人 ＮＨＫ交響楽団 港区 高輪２丁目１６番４９号

160 公益財団法人
ＮＳＫメカトロニクス技術高度
化財団

品川区 大崎１丁目６番３号　日精ビルディング

161 公益財団法人 ＮＳＧ財団 大田区 矢口１丁目４番１０号

162 公益財団法人 江野科学振興財団 千代田区 麹町２丁目７番地

163 公益財団法人 榎本文化財団 千代田区 外神田３丁目２番１号

164 公益財団法人 荏原畠山記念文化財団 大田区 羽田旭町１１番１号

165 公益財団法人 江間忠・木材振興財団 中央区 晴海3丁目3番3号

166 公益財団法人 ＭＲ認定センター 中央区 日本橋本町３丁目３番４号　日本橋本町ビル

167 公益財団法人 ＭＳＤ生命科学財団 千代田区 九段北１丁目１３番１２号　北の丸スクエア

168 公益財団法人 園芸振興松島財団 目黒区 緑が丘１丁目１６番１７号

169 公益社団法人 園芸文化協会 文京区 本郷１丁目２０番７号

170 公益財団法人 オイスカ 杉並区 和泉２丁目１７番５号

171 公益社団法人 王子法人会 北区 王子１丁目１１番１号　北とぴあ

172 公益財団法人 青梅佐藤財団 青梅市 仲町295番地

173 公益社団法人 青梅市シルバー人材センター 青梅市 千ヶ瀬町１丁目５０番地

174 公益社団法人 青梅法人会 青梅市 東青梅１丁目７番地７

175 公益財団法人
応用微生物学・分子細胞生物学
研究奨励会

文京区 弥生２丁目４番１６号　学会センタービル内

176 公益社団法人 応用物理学会 文京区 根津一丁目２１番５号湯島アーバンビル７階

177 公益社団法人 お江戸日本橋歯科医師会 中央区 日本橋久松町１番２号

178 公益社団法人
オーアーゲー・ドイツ東洋文化
研究協会

港区 赤坂７丁目５番５６号

179 公益財団法人 大川情報通信基金 千代田区 平河町一丁目８番２号　山京半蔵門パレス
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180 公益財団法人 大倉和親記念財団 港区 海岸１丁目２番２０号　汐留ビルディング２４階

181 公益財団法人 大倉文化財団 港区 虎ノ門２丁目１０番３号

182 公益財団法人 ＯＫ－Ｕ＆Ｉ財団 足立区 梅田２丁目９番４号

183 公益財団法人 大河内記念会 港区 虎ノ門１丁目２１番１０号　グランスィート虎ノ門1501

184 公益財団法人
大崎企業スポーツ事業研究助成
財団

品川区 東五反田２丁目１番１０号

185 公益財団法人 大島育英会 千代田区 九段北４丁目２番２８号

186 公益社団法人 大島町シルバー人材センター 大島町 元町字地の岡30番２

187 公益財団法人 太田記念美術館 渋谷区 神宮前１丁目10番10号

188 公益財団法人 大田区産業振興協会 大田区 南蒲田１丁目２０番２０号　大田区産業プラザ内

189 公益社団法人 大田区シルバー人材センター 大田区 仲六郷１丁目６番９－１２５号

190 公益財団法人 大田区スポーツ協会 大田区 大森北４丁目１６番５号　大田区こども家庭支援センター大森内

191 公益財団法人 大田区文化振興協会 大田区 下丸子３丁目１番３号　大田区民プラザ内

192 公益財団法人 大谷美術館 北区 西ヶ原１丁目２７番３９号

193 公益社団法人 大多摩観光施設協会 青梅市 友田町１丁目９５５番地

194 公益財団法人 オーディオテクニカ奨学会 町田市 西成瀬2丁目46番1号

195 公益財団法人 大林財団 中央区 築地１丁目１２番２２号　コンワビル5階

196 公益財団法人 大原記念労働科学研究所 新宿区 百人町3－23－1

197 公益財団法人 オービック野田財団 中央区 京橋２丁目４番１５号

198 公益財団法人 大平正芳記念財団 千代田区 一番町1０番地

199 公益社団法人 大森法人会 大田区 池上１丁目２７番７号

200 公益財団法人 大宅壮一文庫 世田谷区 八幡山３丁目１０番２０号

201 公益財団法人 大山健康財団 江戸川区 平井５丁目２９番４号

202 公益財団法人 岡崎嘉平太国際奨学財団 港区 東新橋１丁目５番２号

203 公益財団法人 小笠原科学技術振興財団 港区 芝五丁目３６番７号

204 公益財団法人 小笠原協会 港区 海岸１丁目12番2号

205 公益財団法人 お金をまわそう基金 千代田区 一番町29番地2

206 公益財団法人 岡本太郎記念現代芸術振興財団 港区 南青山６丁目1番19号

207 公益社団法人 荻窪法人会 杉並区 天沼３丁目７番３号

208 公益財団法人 冲中記念成人病研究所 港区 虎ノ門２丁目２番２号

209 公益財団法人 沖縄協会 千代田区 神田小川町３丁目７番地３



公益財団・社団法人一覧 令和元年12月末時点

項番 法人種類 法人名称 主たる事業所住所

210 公益社団法人 奥多摩町シルバー人材センター
西多摩郡
奥多摩町

氷川９５４番地の１１

211 公益社団法人 桶谷式母乳育児推進協会 新宿区 喜久井町２０番８号オケタニ早稲田ビル内

212 公益財団法人 小田急財団 新宿区 西新宿１丁目８番３号

213 公益財団法人 小樽商科大学後援会 豊島区 東池袋３丁目１番１号　サンシャイン60（57階）

214 公益財団法人 小原白梅育英基金 品川区 西五反田７丁目２番３号

215 公益財団法人 オリエンタルモーター奨学財団 台東区 東上野４丁目８番１号

216 公益財団法人 オリックス宮内財団 港区 芝浦１丁目１番１号

217 公益財団法人 音楽鑑賞振興財団 世田谷区 岡本２丁目３２番１５号

218 公益財団法人 音楽文化創造 目黒区 下目黒３丁目２４番２２号

219 公益社団法人 温故学会 渋谷区 東２丁目９番１号

220 公益社団法人 ガールスカウト日本連盟 渋谷区 西原１丁目４０番３号

221 公益財団法人 海外医学生支援協会 新宿区 西新宿６丁目５番１号

222 公益財団法人 海外漁業協力財団 港区 虎ノ門３丁目２番２号　虎ノ門３０森ビル

223 公益財団法人 海外子女教育振興財団 港区 愛宕１丁目３番４号　愛宕東洋ビル6階

224 公益財団法人 海技教育財団 千代田区 平河町２丁目６番４号　海運ビル8階

225 公益財団法人 海技資格協力センター 千代田区 麹町４丁目５番地　海事センタービル4階

226 公益財団法人 偕行社 千代田区 九段南４丁目３番７号

227 公益財団法人 開高健記念会 杉並区 井草４丁目８番１４号

228 公益財団法人 介護労働安定センター 荒川区 荒川７丁目５０番９号

229 公益社団法人 会社役員育成機構 世田谷区 中町二丁目30番22号CITTA CASA BIANCA 303号室

230 公益財団法人 海上保安協会 中央区 湊３丁目3番2号

231 公益財団法人 海難審判・船舶事故調査協会 千代田区 麹町４丁目5番地

232 公益財団法人 海洋生物環境研究所 新宿区 山吹町３４７番地　藤和江戸川橋ビル７階

233 公益財団法人 加越能育英社 文京区 小石川３丁目１１番６号

234 公益財団法人 花王芸術・科学財団 中央区 日本橋茅場町１丁目14番10号

235 公益社団法人 顔と心と体研究会 新宿区 左門町３番地１　左門イレブンビル

236 公益財団法人 科学技術広報財団 文京区 湯島３丁目３１番６号　大塚ビルディング

237 公益社団法人 科学技術国際交流センター 千代田区 神田佐久間町３丁目３８番地

238 公益社団法人 化学工学会 文京区 小日向４丁目６番１９号　共立会館内

239 公益財団法人 賀川事業団雲柱社 世田谷区 上北沢３丁目８番１９号
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240 公益財団法人 鶴山館 西東京市 中町５丁目１０番８号

241 公益財団法人 学習情報研究センター 文京区 水道1丁目５番１６号

242 公益社団法人
学術・文化・産業ネットワーク
多摩

日野市 程久保２丁目１番地１号

243 公益財団法人 核物質管理センター 台東区 東上野１丁目２８番９号

244 公益財団法人 かけはし芸術文化振興財団 新宿区 西早稲田3丁目14番3号

245 公益財団法人 鹿児島奨学会 日野市 神明１丁目１９番地の１７

246 公益財団法人 風戸研究奨励会 昭島市 武蔵野３丁目１番２号　日本電子株式会社内

247 公益財団法人 笠原奨学財団 中央区 銀座７丁目１３番２号　ティアラグレイス銀座タワー7Ｆ

248 公益財団法人 カシオ科学振興財団 渋谷区 本町１丁目６番２号

249 公益財団法人 樫の芽会 千代田区 九段北４丁目３番１号　一口坂中央ビル

250 公益財団法人 鹿島育英会 港区 赤坂６丁目５番１１号　鹿島赤坂別館

251 公益財団法人 鹿島学術振興財団 港区 赤坂６丁目５番３０号

252 公益財団法人 鹿島美術財団 港区 赤坂６丁目５番３０号

253 公益財団法人 樫山奨学財団 中央区 日本橋３丁目１０番５号

254 公益財団法人 風に立つライオン基金 港区 赤坂６丁目１２番１１号

255 公益財団法人 河川財団 中央区 日本橋小伝馬町11番9号

256 公益財団法人 画像情報教育振興協会 中央区 銀座１丁目８番１６号

257 公益財団法人 学校給食研究改善協会 新宿区 四谷３丁目１２番地　サワノボリビル7階

258 公益社団法人 学校給食物資開発流通研究協会 千代田区 内神田３丁目2番12号

259 公益社団法人 葛飾区歯科医師会 葛飾区 青戸７丁目１番２０号

260 公益社団法人 葛飾区シルバー人材センター 葛飾区 立石５丁目１１番１６号

261 公益社団法人 葛飾法人会 葛飾区 立石７丁目２９番２号

262 公益社団法人 家庭生活研究会 杉並区 高円寺南３丁目３１番１８号

263 公益社団法人 家庭問題情報センター 豊島区 西池袋２丁目２９番１９号　池袋ＫＴビル10階

264 公益財団法人 加藤科学振興会 千代田区
大手町２丁目２番１号　新大手町ビル新館２Ｆ　２６０区　ＴＤＫ
株式会社大手町分室内

265 公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団 町田市 旭町３丁目６番６号

266 公益財団法人 加藤山崎教育基金 世田谷区 喜多見１丁目１８番６号

267 公益財団法人 角川文化振興財団 千代田区 富士見１丁目１２番１５号

268 公益財団法人 かなえ医薬振興財団 新宿区 西新宿3丁目２０番２号

269 公益財団法人 金子国際文化交流財団 新宿区 高田馬場４丁目８番４号
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270 公益財団法人 金原一郎記念医学医療振興財団 文京区 本郷１丁目２８番２４号

271 公益社団法人 蒲田法人会 大田区 蒲田５丁目４０番１号

272 公益財団法人 紙の博物館 北区 王子1丁目1番3号

273 公益財団法人 かめのり財団 千代田区 麹町5丁目5番地　共立麹町ビル１０３

274 公益財団法人 火薬工業技術奨励会 港区 麻布台２丁目3番22号　一乗寺ビル3階Ａ

275 公益財団法人 川喜多記念映画文化財団 千代田区 一番町１８番地　川喜多メモリアルビル１階

276 公益財団法人 川村育英会 千代田区 外神田２丁目１６番２号

277 公益財団法人 川本・森奨学財団 港区 芝浦3丁目18番21号　第二吾妻ﾋﾞﾙ

278 公益社団法人 環境科学会 新宿区 山吹町３５８番地５

279 公益社団法人 環境生活文化機構 港区 西新橋１丁目２０番１０号　サンライズ山西ビル6階

280 公益財団法人 がん研究会 江東区 有明３丁目８番３１号

281 公益財団法人 がん研究振興財団 中央区 京橋２丁目８番８号

282 公益財団法人 韓国教育財団 港区 三田４丁目６番１８号　エムアンドエムビル6階

283 公益財団法人 がん集学的治療研究財団 江東区 亀戸１丁目２８番６号　タニビル3F

284 公益社団法人 観世九皐会 新宿区 矢来町６０番地

285 公益社団法人 神田医師会 千代田区 神田小川町２丁目８番地

286 公益社団法人 神田法人会 千代田区 神田錦町３丁目１３番地

287 公益財団法人 がんの子どもを守る会 台東区 浅草橋１丁目３番１２号

288 公益財団法人 神林留学生奨学会 文京区 本駒込２丁目１２番１３号　アジア文化会館

289 公益財団法人 かんぽ財団 文京区 本郷三丁目１９番４号

290 公益財団法人 岩陽学舎 大田区 中央３丁目３１番15号

291 公益社団法人 企業市民協議会 千代田区 大手町１丁目３番２号　（経団連会館）

292 公益社団法人 企業情報化協会 港区 芝公園3-1-22

293 公益社団法人 企業メセナ協議会 港区 芝５丁目３番２号　アイセ芝ビル８階

294 公益財団法人 菊池美術財団 港区 虎ノ門４丁目１番３５号　西久保ビル

295 公益財団法人 菊葉文化協会 千代田区 千代田１番１号

296 公益社団法人 北区シルバー人材センター 北区 赤羽１丁目１番３８号　赤羽エコー広場館内

297 公益財団法人 北区文化振興財団 北区 王子１丁目１１番１号　北とぴあ内

298 公益財団法人 北澤育英会 新宿区 下宮比町２番地２８号　飯田橋ハイタウン内

299 公益社団法人 北沢法人会 世田谷区 梅丘一丁目４３番１号
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300 公益財団法人 北野生涯教育振興会 目黒区 五本木１丁目１２番１６号

301 公益財団法人 喫煙科学研究財団 港区 赤坂２丁目５番７号　NIKKEN赤坂ビル

302 公益財団法人 岐阜県学寮 文京区 小日向１丁目１８番１１号

303 公益財団法人 木村看護教育振興財団 文京区 本郷５丁目２５番１４号 本郷竹下ビル8階

304 公益財団法人 ギャラリーエークワッド 江東区 新砂１丁目1番1号

305 公益社団法人
ギャンブル依存症問題を考える
会

中央区 新川１丁目２１番５号

306 公益財団法人 給水工事技術振興財団 新宿区 西新宿2丁目７番１号　小田急第一生命ビル12階

307 公益財団法人 キユーピーみらいたまご財団 渋谷区 渋谷１－４－１３

308 公益財団法人 教育資金融資保証基金 千代田区 内神田２丁目１５番９号

309 公益財団法人 教育美術振興会 台東区 柳橋２丁目２０番１６号　サクラ東京ビル

310 公益社団法人 教育文化協会 千代田区 神田駿河台３丁目２番１１号

311 公益財団法人 教科書研究センター 江東区 千石１丁目９番２８号　教科書研究センタービル

312 公益財団法人 矯正協会 中野区 新井３丁目３７番２号

313 公益社団法人 競走馬育成協会 港区 新橋４丁目５番４号

314 公益社団法人 京橋法人会 中央区 湊１丁目１３番１号

315 公益財団法人 共用品推進機構 千代田区 猿楽町２丁目５番４号

316 公益財団法人 協和協会 千代田区 永田町２丁目9番6号　十全ビル

317 公益社団法人 清瀬市シルバー人材センター 清瀬市 松山３丁目１３番１６号

318 公益財団法人 漁船海難遺児育英会 千代田区 内神田１丁目２番１号

319 公益財団法人
基督教イースト・エイジャ・
ミッション

文京区 小石川２丁目１７番４１号

320 公益財団法人 キリン福祉財団 中野区 中野4丁目10番2号　中野セントラルパークサウス

321 公益財団法人 キワニス日本財団 千代田区 内神田２丁目3番2号　米山ビル

322 公益財団法人 金融情報システムセンター 中央区 入船２丁目１番１号　住友入船ビル4階

323 公益社団法人 銀鈴会 港区 新橋５丁目７番１３号　ビュロー新橋

324 公益財団法人 勤労青少年躍進会 新宿区 新宿３丁目２２番１２号

325 公益社団法人 空気調和・衛生工学会 新宿区 神楽坂四丁目8番地神楽坂プラザビル401号室

326 公益財団法人 区画整理促進機構 千代田区 二番町12番地12

327 公益財団法人 草の根事業育成財団 調布市 布田1-15-9　エスポワールヴェール403

328 公益財団法人 倶進会 新宿区 左門町９番地

329 公益社団法人 九段 稲城市 矢野口３７５０番１１号　尽性園内
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330 公益社団法人 国立市シルバー人材センター 国立市 富士見台２丁目３８番地　くにたち福祉会館内

331 公益財団法人
くにたち文化・スポーツ振興財
団

国立市 富士見台２丁目４８番地の１

332 公益財団法人 熊谷科学技術振興財団 新宿区 揚場町２番１２号　セントラルコーポラス604号

333 公益財団法人 クマ財団 渋谷区 恵比寿4丁目20番3号

334 公益財団法人 公文国際奨学財団 渋谷区 神宮前５丁目４０番１０号

335 公益財団法人 クリタ水・環境科学振興財団 中野区 中野４丁目１０番１号

336 公益財団法人 グルー・バンクロフト基金 港区 六本木５丁目１１番１６号　国際文化会館内

337 公益財団法人 クローバー財団 港区 南青山４丁目１７－１６　リュベール南青山２０１

338 公益社団法人 グローバルベースボールリーグ 千代田区 神田錦町1-14-7　神田錦町ビル3F

339 公益社団法人 グローバルヘルス技術振興基金 港区 六本木１丁目９番１０号　アークヒルズ仙石山森タワー２５階

340 公益財団法人 クロサワ育成財団 中央区 銀座６丁目９番２号

341 公益財団法人 クロスボーダー・ウィング 渋谷区 渋谷2-9-8日総第25ビル3階

342 公益財団法人 黒住医学研究振興財団 台東区 台東４丁目１９番９号

343 公益財団法人
ケア・インターナショナルジャ
パン

豊島区 目白２丁目２番１号　目白カルチャービル5階

344 公益社団法人 経営・労働協会 千代田区 神田神保町１丁目５４番４号

345 公益社団法人 経済同友会 千代田区 丸の内１丁目４番６号

346 公益財団法人 警察育英会 千代田区 三番町６番８

347 公益財団法人 警察協会 千代田区 三番町６番８

348 公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会 千代田区 霞ヶ関２丁目１番１号

349 公益社団法人 計測自動制御学会 千代田区 神田小川町一丁目１１番地９　金子ビル４階

350 公益財団法人 経団連国際教育交流財団 千代田区 大手町１丁目３番２号　経団連会館内

351 公益財団法人 ＫＤＤＩ財団 千代田区 飯田橋３丁目10番10号

352 公益財団法人 競馬保安協会 港区 新橋４丁目５番４号

353 公益財団法人 芸備協会 港区 虎ノ門１丁目2番8号

354 公益財団法人 京葉鈴木記念財団 江戸川区 船堀1丁目７番６号

355 公益社団法人 劇場演出空間技術協会 千代田区 神田鍛冶町３丁目８番地６　第一古川ビル

356 公益財団法人 結核予防会 千代田区 三崎町１丁目３番１２号

357 公益財団法人 研医会 中央区 銀座５丁目３番８号

358 公益財団法人 献血供給事業団 武蔵野市 境南町１丁目２６番１号

359 公益財団法人 健康科学財団 港区 六本木１丁目７番２７号
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360 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 港区 東新橋２丁目６番１０号　大東京ビル７Ｆ

361 公益財団法人 健康普及会 板橋区 常盤台１丁目52番3号

362 公益財団法人 原子力安全技術センター 文京区 白山５丁目１番３-１０１号　（東京富山会館ビル）

363 公益財団法人 原子力安全研究協会 港区 新橋５丁目１８番７号

364 公益財団法人
原子力環境整備促進・資金管理セン
ター

中央区 明石町６番４号

365 公益財団法人
原子力バックエンド推進セン
ター

港区 虎ノ門１丁目7番6号　升本ビル

366 公益財団法人 建設業適正取引推進機構 千代田区 五番町１２番地３　５番町ＹＳビル３階

367 公益財団法人 建設業福祉共済団 港区 虎ノ門１丁目２番８号虎ノ門琴平タワー１１階

368 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 千代田区 神田神保町３丁目７番１号　ニュー九段ビル９Ｆ

369 公益財団法人 現代芸術振興財団 港区 六本木６丁目６番９号

370 公益財団法人 建築技術教育普及センター 千代田区 紀尾井町３番６号　　紀尾井町パークビル

371 公益社団法人 小石川法人会 文京区 後楽１丁目７番１２号

372 公益財団法人 五井平和財団 千代田区 平河町１丁目４番５号

373 公益財団法人 興亜育英会 三鷹市 中原１丁目１８番４号

374 公益財団法人 公益推進協会 港区 新橋６丁目７番９号　新橋アイランドビル２階

375 公益財団法人 公益法人協会 文京区 本駒込２丁目２７番１５号  イントランス本駒込ビル

376 公益財団法人 公共政策調査会 千代田区 平河町２丁目８番１０号　平河町宮川ビル

377 公益財団法人 航空機国際共同開発促進基金 港区 虎ノ門３丁目６番２号　第２秋山ビルディング虎ノ門

378 公益財団法人 航空輸送技術研究センター 港区 三田１丁目３番３９号　勝田ビル8階

379 公益財団法人 浩浩居 杉並区 松庵３丁目２３番２０号

380 公益財団法人 広告審査協会 千代田区 有楽町１丁目１２番１号　新有楽町ビルヂング

381 公益財団法人 公庫団信サービス協会 千代田区 神田錦町２丁目１１番地

382 公益財団法人 工作機械技術振興財団 目黒区 中根２丁目３番１９号

383 公益社団法人 麹町法人会 千代田区 飯田橋２丁目１４番５号

384 公益財団法人 向上会 文京区 本郷５丁目３０番１５号

385 公益財団法人 肱水舎 三鷹市 中原１丁目13番39号

386 公益財団法人 公正取引協会 港区 赤坂１丁目４番１号　赤坂ＫＳビル２階

387 公益社団法人 好善社 目黒区 中町１丁目７番４号

388 公益財団法人 高速道路調査会 港区 南麻布２丁目１１番１０号

389 公益財団法人 交通安全振興機構 港区 新橋１丁目１２番１０号　康楽ビル４階
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390 公益財団法人 交通遺児育英会 千代田区 平河町２丁目６番１号

391 公益財団法人 交通遺児等育成基金 千代田区 麹町４丁目5番地

392 公益財団法人
交通エコロジー・モビリティ財
団

千代田区 五番町１０番地

393 公益財団法人 交通協力会 千代田区 丸の内３丁目4番1号　新国際ビル9階

394 公益財団法人 交通研究協会 港区 虎ノ門１丁目１２番１１号　虎ノ門ファーストビル3階

395 公益財団法人 交通事故総合分析センター 千代田区 猿楽町２丁目７番８号

396 公益財団法人 交通事故紛争処理センター 新宿区 西新宿２丁目３番１号

397 公益財団法人 交通道徳協会 千代田区 丸の内３丁目４番１号　新国際ビル904号

398 公益社団法人 神津島村シルバー人材センター 神津島村 １０６２番地

399 公益財団法人 講道館 文京区 春日１丁目１６番３０号

400 公益社団法人 江東区医師会 江東区 東陽５丁目３１番１８号

401 公益財団法人 江東区健康スポーツ公社 江東区 東陽２丁目１番１号

402 公益社団法人 江東区シルバー人材センター 江東区 東陽６丁目２番１７号

403 公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 江東区 東陽４丁目１１番３号

404 公益社団法人 江東西青色申告会 江東区 扇橋３丁目１番２号

405 公益社団法人 江東西法人会 江東区 千石１丁目１１番３号

406 公益社団法人 江東東法人会 江東区 亀戸２丁目１７番１５号

407 公益財団法人 河野文化財団 世田谷区 赤堤１丁目１４番２５号

408 公益財団法人 河野臨牀医学研究所 品川区 北品川１丁目２８番１５号

409 公益社団法人 高分子学会 中央区 入船３丁目１０番９号

410 公益財団法人 光山文化財団 渋谷区 初台1丁目6番4号

411 公益財団法人
コーセーコスメトロジー研究財
団

中央区 八丁堀三丁目１１番８号　ニチト八丁堀ビル

412 公益財団法人 コカ・コーラ教育・環境財団 港区 六本木６丁目２番３１号

413 公益社団法人 小金井市シルバー人材センター 小金井市 貫井北町１丁目８番２１号

414 公益財団法人 小金井市体育協会 小金井市 関野町１丁目１３番１号　都立小金井公園内小金井市総合体育館内

415 公益社団法人 国際ＩＣ日本協会 新宿区 四谷４丁目２８番２０号　パレ・エテルネル２０６号

416 公益財団法人 国際医療技術財団 千代田区 麹町3丁目３－８　丸増麹町ビル903

417 公益財団法人 国際医療財団 港区 芝５丁目２０番７号　グランドメゾン三田309号

418 公益財団法人 国際医療福祉教育財団 港区 麻布台2丁目2番1号

419 公益社団法人 国際演劇協会日本センター 渋谷区 千駄ヶ谷４丁目１８番１号　（国立能楽堂内）
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420 公益財団法人 国際音楽芸術振興財団 台東区 上野６丁目１６番２２号

421 公益財団法人 国際開発救援財団 千代田区 神田駿河台２丁目１番　OCCビル3F

422 公益財団法人 国際科学技術財団 港区 赤坂１丁目１２番３２号

423 公益社団法人 国際観光施設協会 千代田区 飯田橋２丁目８番５号　多幸ビル九段２階

424 公益財団法人 国際協和奨学会 千代田区 永田町２丁目４番７号　秀和レジデンス201号

425 公益財団法人 国際金融情報センター 中央区 日本橋小網町９番９号

426 公益社団法人 国際経済交流協会 港区 芝三丁目６番９号芝公園プラザビル３F

427 公益財団法人 国際研修協力機構 港区 芝浦2丁目11番5号

428 公益財団法人 国際研修交流協会 港区 赤坂3丁目2番8号

429 公益社団法人 国際厚生事業団 港区 虎ノ門２丁目3番20号

430 公益財団法人 国際交通安全学会 中央区 八重洲２丁目６番２０号

431 公益財団法人 国際港湾協会協力財団 港区 海岸１丁目１６番１号　ニューピア竹芝サウスタワー7階

432 公益財団法人 国際耳鼻咽喉科学振興会 文京区 湯島１丁目９番５号　お茶の水小柳出ビル1階

433 公益財団法人 国際宗教研究所 中野区 白鷺２丁目４８番１３号

434 公益財団法人
国際障害者年記念ナイスハート
基金

港区 海岸1丁目４番２６号　ゆうらいふセンター

435 公益財団法人 国際人材育成機構 中央区 日本橋堀留町2丁目４番３号

436 公益財団法人 国際人財開発機構 千代田区 永田町2丁目17番17号

437 公益社団法人 国際人材革新機構 台東区 蔵前一丁目４番１号ザ・パークレックス蔵前６階

438 公益財団法人 国際人材交流支援機構 千代田区 永田町２丁目１７番１７号

439 公益財団法人 国際親善協会 文京区 春日2丁目１０番１５号　志知ビル4階

440 公益財団法人 国際青少年研修協会 品川区 西五反田７丁目１５番４号

441 公益財団法人 国際全人医療研究所 千代田区 神田美土代町11-8SK美土代町ビル5階SK美土代町ビル5階

442 公益財団法人 国際茶道文化協会 新宿区 市谷甲良町1番4号　茶道裏千家東京茶道会館内

443 公益財団法人 国際通貨研究所 中央区 日本橋二丁目１３番１２号

444 公益財団法人 国際スポーツ文化財団 渋谷区 道玄坂1丁目15番3号

445 公益社団法人 国際日本語普及協会 港区 虎ノ門３丁目２５番２号

446 公益社団法人 国際農業者交流協会 大田区 西蒲田５丁目２７番１４号

447 公益社団法人 国際農林業協働協会 港区 赤坂８丁目１０番３９号

448 公益財団法人 国際仏教興隆協会 目黒区 中目黒５丁目２４番５３号　（祐天寺内）

449 公益財団法人 国際文化会館 港区 六本木５丁目１１番１６号
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450 公益財団法人 国際文化カレッジ 新宿区 高田馬場４丁目１番９号

451 公益財団法人 国際文化交流事業財団 渋谷区 松濤２丁目１５-５-２０７

452 公益財団法人 国際文化フォーラム 文京区 音羽１丁目１７番１４号

453 公益財団法人 国際平和機構 千代田区 平河町２丁目４番５号

454 公益財団法人 国際民商事法センター 港区 赤坂1丁目3番5号　赤坂ｱﾋﾞﾀｼｵﾝﾋﾞﾙ

455 公益財団法人 国際緑化推進センター 文京区 後楽１丁目７番１２号　林友ビル

456 公益財団法人 国際労働財団 千代田区 神田神保町３丁目２３番２号

457 公益財団法人 国際労務管理財団 新宿区 新宿１丁目２６－６　新宿加藤ビルディング7Ｆ

458 公益財団法人 国策研究会 中央区 日本橋１丁目１７番４号　永田ビル5階

459 公益財団法人 国土育英会 渋谷区 松濤1丁目９番２２号

460 公益財団法人 国土地理協会 千代田区 紀尾井町３番１号

461 公益社団法人 国土緑化推進機構 千代田区 平河町２丁目７番地　砂防会館内

462 公益社団法人 国分寺市シルバー人材センター 国分寺市 戸倉４丁目１４番地　 国分寺市福祉センター内

463 公益社団法人 国民健康保険中央会 千代田区 永田町１丁目１１番３５号　全国町村会館内

464 公益財団法人 国民工業振興会 品川区 東品川4丁目9番26号　MK東品川ビル４階

465 公益社団法人 国民文化研究会 渋谷区 東１丁目13番1号

466 公益財団法人 国連大学協力会 渋谷区 神宮前５丁目５３番７０号

467 公益財団法人 こころのバリアフリー研究会 品川区 東五反田５丁目９番２２号

468 公益財団法人 小塩報恩会 港区 高輪４丁目１６番１０号

469 公益財団法人 古紙再生促進センター 中央区 入船３丁目１０番９号

470 公益財団法人 古代オリエント博物館 豊島区 東池袋３丁目１番４号　サンシャインシティ文化会館7階

471 公益社団法人 小平市シルバー人材センター 小平市 小川東町４丁目２番１号　小平元気村おがわ東内

472 公益財団法人 小平市文化振興財団 小平市 美園町１丁目８番５号　「小平市民文化会館内」

473 公益財団法人 国家基本問題研究所 千代田区 平河町２丁目６番１号　平河町ビル５階

474 公益財団法人 骨粗鬆症財団 中央区 日本橋大伝馬町2番14号

475 公益財団法人
後藤喜代子・ポールブルダリ癌
基金協会

渋谷区 代官山町１番６号　広田代官山ビル２階

476 公益財団法人 五島美術館 世田谷区 上野毛三丁目９番２５号

477 公益財団法人 後藤･安田記念東京都市研究所 千代田区 日比谷公園１番３号　市政会館

478 公益財団法人 寿財団 港区 南青山２丁目2番15号

479 公益社団法人 こども環境学会 港区 東麻布３丁目４番７号　麻布第一コーポ601
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480 公益財団法人 こども教育支援財団 新宿区 早稲田鶴巻町５３８番地平成ビル２階

481 公益財団法人 こどもの未来創造基金 渋谷区 神南１丁目１３番３号ＡＲＫ神南２Ｄ

482 公益財団法人 こどもみらい財団 港区 六本木六丁目１５番２１号

483 公益財団法人
コニカミノルタ科学技術振興財
団

千代田区 丸の内２丁目７番２号　コニカミノルタ株式会社内

484 公益財団法人 小西国際交流財団 千代田区 九段南１丁目１番５号

485 公益財団法人 小林育英会 新宿区 新宿３丁目２２番１２号

486 公益財団法人 小林がん学術振興会 千代田区 内神田１丁目１４番１０号

487 公益財団法人 小林製薬青い鳥財団 港区 六本木１丁目７番２７号

488 公益財団法人 小堀遠州顕彰会 新宿区 若宮町２６番地

489 公益財団法人 小堀雄久学生等支援会 目黒区 緑が丘２丁目２３番６号

490 公益社団法人 狛江市医師会 狛江市 元和泉２丁目３５番１号

491 公益社団法人 狛江市シルバー人材センター 狛江市 猪方４丁目１３番１号

492 公益財団法人 小柳財団 千代田区 神田須田町1丁目24番地

493 公益財団法人 小山台教育財団 品川区 小山４丁目１１番１２号

494 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会 港区 赤坂２丁目２０番５号　デニス赤坂ビル5階

495 公益社団法人 金春円満井会 杉並区 西荻北二丁目２７番７号　アルファ西荻窪2Ｆ

496 公益社団法人 在家仏教協会 千代田区 神田駿河台3丁目3番地五明館ビル202号

497 公益財団法人 在宅医療助成勇美記念財団 千代田区 麹町３丁目５番１号　全共連ビル麹町館５階

498 公益財団法人 埼玉学生誘掖会 千代田区 九段南３丁目９番１１号　マートルコート麹町305号

499 公益財団法人 在日朝鮮学生支援会 小平市 小川町１丁目７００番地

500 公益財団法人 才能開発教育研究財団 大田区 千鳥３丁目２５番５号 千鳥町ビル

501 公益財団法人 財務会計基準機構 千代田区 内幸町２丁目２番２号

502 公益財団法人 佐賀育英会 小金井市 前原町３丁目３番２８号

503 公益財団法人 酒井ＣＨＳ振興財団 千代田区 四番町7番地

504 公益財団法人 坂口国際育英奨学財団 千代田区 外神田１丁目１２番２号

505 公益財団法人 笹川スポーツ財団 港区 赤坂１丁目２番２号　日本財団ビル３階

506 公益財団法人 笹川平和財団 港区 虎ノ門1丁目15番16号　笹川平和財団ビル

507 公益財団法人 笹川保健財団 港区 赤坂１丁目２番２号

508 公益財団法人 佐々木研究所 千代田区 神田駿河台2丁目２番

509 公益財団法人 颯田医学奨学会 文京区 湯島４丁目１１番１６－４１２号　秀和湯島レジデンス412号室
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510 公益財団法人 サッポロ生物科学振興財団 渋谷区 恵比寿４丁目２０番１号　サッポロホールディングス株式会社

511 公益財団法人 佐藤国際文化育英財団 新宿区 大京町３１番１０　アート千駄ヶ谷ビル

512 公益財団法人 佐藤奨学会 千代田区 内幸町1丁目1番1号　帝国ホテルタワー10Ｆ

513 公益財団法人 佐藤陽国際奨学財団 目黒区 下目黒１丁目７番１号　株式会社サトー本社内

514 公益財団法人 里見奨学会 中央区 日本橋2丁目16番8号

515 公益社団法人 砂防学会 千代田区 平河町2丁目７番４号

516 公益財団法人 さわかみオペラ芸術振興財団 千代田区 一番町29番地2

517 公益財団法人
ＳＡＷＡＤＡ　ＦＯＵＮＤＡＴ
ＩＯＮ

新宿区 西新宿6丁目8番1号

518 公益財団法人 さわやか福祉財団 港区 芝公園２丁目６番８号

519 公益社団法人
３．１１震災孤児遺児文化・ス
ポーツ支援機構

港区 六本木５丁目１６番５号　インペリアル六本木908

520 公益財団法人 産業医学振興財団 千代田区 神田司町２丁目２番１１号　新倉ビル内

521 公益財団法人 産業教育振興中央会 千代田区 飯田橋２丁目８番１号

522 公益財団法人 産業構造調査研究支援機構 板橋区 加賀２丁目１１番１号

523 公益財団法人 産業雇用安定センター 江東区 亀戸二丁目18番10号

524 公益財団法人 産業殉職者霊堂奉賛会 千代田区 神田須田町２丁目６番地

525 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 港区 虎ノ門１丁目１番１８号

526 公益財団法人 三康文化研究所 港区 芝公園４丁目7番4号　明照会館

527 公益社団法人 三州倶楽部 品川区 上大崎１丁目２０番２７号

528 公益財団法人 三徳庵 新宿区 左門町２０番地

529 公益財団法人 サントリー芸術財団 港区 赤坂1丁目１２－３２　アーク森ビル22階

530 公益社団法人 ＣＩＳＶ日本協会 新宿区 下宮比町２番２８号

531 公益財団法人 ＣＩＥＳＦ 渋谷区 渋谷2-9-8日総第25ビル3階

532 公益財団法人 ＪＲ東海生涯学習財団 港区 港南２丁目１番９５号　ＪＲ東海品川ビルＢ棟５階

533 公益財団法人 Ｊ＆Ｃ 中央区 日本橋横山町６－４

534 公益財団法人 ＪＦＥ２１世紀財団 千代田区 内幸町２丁目２番３号　日比谷国際ビル２１Ｆ

535 公益社団法人 自衛隊家族会 新宿区 市谷本村町５番１号

536 公益財団法人 ＪＫＡ 港区 港南一丁目２番７０号品川シーズンテラス２５階

537 公益財団法人 ジェスク音楽文化振興会 渋谷区 渋谷２丁目１番６号

538 公益財団法人 塩事業センター 品川区 大井町１丁目４７番１号

539 公益財団法人 シオノ健康財団 中央区 八重洲二丁目１０番１０号
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540 公益財団法人 史学会 文京区 本郷７丁目３番１号　東京大学文学部内

541 公益社団法人 自彊術普及会 北区 中里２丁目１４番１号

542 公益財団法人 重田教育財団 港区 六本木4丁目1番16号　六本木ハイツ９０３

543 公益財団法人 重政教育財団 千代田区 有楽町１丁目１０番１号　有楽町ビル７０７号

544 公益財団法人 資源環境センター 千代田区 神田錦町３丁目１７番地１１　榮葉ビル２Ｆ

545 公益財団法人 地震予知総合研究振興会 千代田区 猿楽町１丁目５番１８号　千代田ビル8F

546 公益財団法人 静岡県学生会館 文京区 大塚１丁目１１番９号

547 公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団 中央区 銀座７丁目5番5号

548 公益財団法人 自然エネルギー財団 港区 西新橋一丁目１３番１号

549 公益財団法人 自然保護助成基金 渋谷区 松濤１丁目２５番８号　松涛アネックス2階

550 公益財団法人 実務技能検定協会 新宿区 高田馬場１丁目４番１５号

551 公益財団法人 自転車駐車場整備センター 中央区 日本橋本石町4丁目6番7号

552 公益社団法人 自転車道路交通法研究会  八王子市 元八王子町１丁目３４７番地２

553 公益財団法人 児童育成協会 渋谷区 東2丁目２２番１４号

554 公益社団法人 自動車技術会 千代田区 五番町１０号２号　五番町センタービル5階

555 公益財団法人 自動車情報利活用促進協会 千代田区 東神田二丁目４番６号

556 公益財団法人 自動車製造物責任相談センター 千代田区 内幸町2丁目2番3号　日比谷国際ビル18階

557 公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 港区 新橋六丁目19番19号

558 公益財団法人 自動車リサイクル促進センター 港区 芝大門１丁目１番３０号

559 公益財団法人 品川区国際友好協会 品川区 広町２丁目１番３６号

560 公益社団法人 品川区シルバー人材センター 品川区 北品川３丁目１１番１６号

561 公益財団法人 品川区スポーツ協会 品川区 東五反田２丁目１１番２号

562 公益財団法人 品川文化振興事業団 品川区 西大井１丁目４番２５号

563 公益財団法人 信濃育英会 杉並区 高円寺南３丁目５番１０号

564 公益財団法人 篠原育英会 港区 浜松町2丁目3番1号

565 公益財団法人 柴田育英会 文京区 大塚１丁目５番２３号

566 公益社団法人 芝法人会 港区 芝５丁目９番５号

567 公益社団法人 地盤工学会  文京区 千石４丁目３８番２号

568 公益社団法人 Ｃｉｖｉｃ　Ｆｏｒｃｅ 渋谷区 富ヶ谷２丁目４１番１２号　富ヶ谷小川ビル２階

569 公益財団法人 渋沢栄一記念財団  北区 西ヶ原２丁目１６番１号
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570 公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社 渋谷区 神南1丁目19番8号

571 公益社団法人 渋谷区歯科医師会 渋谷区 桜丘町２３番２１号　渋谷区文化総合センター大和田２Ｆ

572 公益社団法人 渋谷区シルバー人材センター 渋谷区 西原１丁目４０番１０号　ケアコミュニティせせらぎ地下1階

573 公益財団法人 渋谷区美術振興財団 渋谷区 松濤２丁目14番14号　渋谷区立松濤美術館

574 公益社団法人 渋谷法人会 渋谷区 神泉町９番１０号

575 公益財団法人 斯文会 文京区 湯島１丁目４番２５号　湯島聖堂内

576 公益財団法人 資本市場研究会 中央区 日本橋茅場町２丁目８番４号

577 公益財団法人 資本市場振興財団 中央区 日本橋茅場町１丁目２番４号　日本ビルディング4階

578 公益財団法人 市民防災研究所 江東区 大島４丁目５番１４号

579 公益財団法人 下中記念財団 新宿区 市谷田町２丁目７番地　伊東ハイム202

580 公益財団法人 社会医学研究センター 板橋区 熊野町47-11

581 公益財団法人 社会科学国際交流江草基金 文京区 本郷６丁目２番９号　モンテベルデ第2東大前305号室

582 公益財団法人 社会教育協会 日野市 多摩平１丁目２番２６号　シンデレラビル3階

583 公益財団法人 社会貢献支援財団 港区 西新橋１丁目１８番６号

584 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 渋谷区 渋谷１丁目５番６号　ＳＥＭＰＯＳビル内

585 公益財団法人
ジャパン・スタッドブック・イ
ンターナショナル

港区 新橋４丁目５番４号

586 公益社団法人
ジャパン・プロフェッショナ
ル・バスケットボールリーグ

文京区 後楽一丁目７番２７号　後楽鹿島ビル６階

587 公益財団法人 車両競技公益資金記念財団 文京区 本郷３丁目２２番５号　住友不動産本郷ビル8階

588 公益財団法人 ＪＡＬ財団 品川区 東品川２丁目4番11号

589 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 新宿区 大京町３１番地　慈母会館2･3F

590 公益社団法人 自由人権協会 港区 愛宕１丁目６番７号　愛宕山弁護士ビル３０６

591 公益財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援
センター

千代田区 九段北４丁目1番7号　九段センタービル3階

592 公益社団法人 集団給食協会 千代田区 神田鍛冶町３丁目５番８号

593 公益財団法人 柔道整復研修試験財団 港区 西新橋1丁目11番地4号

594 公益財団法人 修養団 渋谷区 千駄ヶ谷４丁目２５番２号2

595 公益財団法人 十四世六平太記念財団 品川区 上大崎４丁目６番９号

596 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 千代田区 麹町1丁目3番地

597 公益社団法人 ジュニア・アチーブメント日本 品川区 北品川３丁目９番３０号

598 公益財団法人 ジュニアゴルファー育成財団 台東区 東上野1丁目14番7号

599 公益財団法人 春秋育英会 文京区 関口１丁目４５番地１５号
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600 公益財団法人 春風学寮 世田谷区 経堂５丁目３番１２号

601 公益財団法人 ジョイセフ 新宿区 市谷田町１丁目１０番地

602 公益社団法人 商業施設技術団体連合会 港区 芝５丁目２６番２０号　建築会館

603 公益社団法人 商事法務研究会 中央区 日本橋茅場町３丁目９番１０号

604 公益財団法人 松竹大谷図書館 中央区 築地１丁目１３番１号 銀座松竹スクエア3階

605 公益財団法人 浄土宗ともいき財団 港区 芝公園４丁目７番４号

606 公益財団法人 小児医学研究振興財団 台東区 東上野３丁目３２番２号

607 公益財団法人 常磐奨学会 中央区 東日本橋３丁目７番１９号

608 公益社団法人 消費者関連専門家会議 新宿区 新宿１丁目１４番１２号　玉屋ビル５Ｆ

609 公益財団法人 消費者教育支援センター 渋谷区 渋谷１丁目１７番１４号

610 公益社団法人 松風花道会 豊島区 駒込１丁目６番１３号

611 公益財団法人 消防育英会 港区 虎ノ門２丁目９番１６号　日本消防会館内

612 公益財団法人 情報科学国際交流財団 渋谷区 渋谷１丁目１０番７号　グローリア宮益坂3-805

613 公益財団法人 情報通信学会 千代田区 霞が関1丁目4番1号　日土地ビル　11階

614 公益財団法人 城北労働・福祉センター 台東区 日本堤２丁目２番１１号

615 公益財団法人 正力厚生会 千代田区 大手町１丁目７番１号　読売新聞東京本社２９階

616 公益財団法人 昭和池田記念財団 品川区 戸越５丁目１７番１４号

617 公益社団法人 昭和経済会 中央区 八重洲２丁目11番2号　城辺橋ビル

618 公益財団法人 昭和奨学会 港区 浜松町２丁目１２番９号

619 公益財団法人 昭和聖徳記念財団 立川市 曙町２丁目３４番１３号　オリンピック第3ビル

620 公益財団法人 昭和大学医学・医療振興財団 品川区 旗の台２丁目２番１５号

621 公益財団法人 食生活研究会 文京区 根津1丁目4番6号　SBビル5階

622 公益財団法人 食の安全・安心財団 港区 浜松町１丁目２９番６号

623 公益財団法人 食品等流通合理化促進機構 千代田区 岩本町３丁目４番５号

624 公益社団法人 食品容器環境美化協会 港区 芝浦2丁目１５番１６号　田町Ｋ・Ｓビル６階

625 公益財団法人 助成財団センター 新宿区 新宿１丁目２６番９号  ビリーヴ新宿４F

626 公益財団法人 書壇院 港区 虎ノ門５丁目5番１－101号

627 公益財団法人 書道芸術院 千代田区 東神田１丁目１６番７号

628 公益財団法人
ジョン万次郎ホイットフィールド記念国
際草の根交流センター

千代田区 麹町２丁目１２番１８号

629 公益社団法人 私立大学情報教育協会 千代田区 九段北４丁目１番１４号　九段北TLビル
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630 公益財団法人 私立大学退職金財団 千代田区 九段北４丁目２番２５号

631 公益財団法人 私立大学通信教育協会 文京区 本郷２丁目２７番１６号　大学通信教育ビル４階

632 公益社団法人
シルバー人材センター江戸川区高齢者事
業団

江戸川区
西小松川町３４番１号　江戸川区立中央くすのきカルチャーセン
ター内

633 公益社団法人 新化学技術推進協会 千代田区 三番町２番地　三番町ＫＳビル２Ｆ

634 公益財団法人 新教育者連盟 国立市 富士見台1丁目13番地の9　神代マンション305号室

635 公益財団法人 神経研究所 新宿区 弁天町９１番地

636 公益財団法人 人権教育啓発推進センター 港区 芝大門２丁目１０番１２号

637 公益財団法人 人権擁護協力会 千代田区 外神田２丁目２番１７号

638 公益財団法人 新国立劇場運営財団 渋谷区 本町一丁目１番１号　新国立劇場内

639 公益財団法人 信州学生協会 小金井市 東町３丁目１７番４３号

640 公益財団法人
新宿区勤労者・仕事支援セン
ター

新宿区 新宿７丁目３番２９号

641 公益社団法人 新宿区シルバー人材センター 新宿区 新宿７丁目３番２９号

642 公益社団法人 新宿法人会 新宿区 北新宿１丁目１９番１９号

643 公益財団法人 新宿未来創造財団 新宿区
大久保３丁目１番２号　新宿区立新宿コズミックスポーツセンター
内

644 公益財団法人 新世代研究所 千代田区 神田淡路町1丁目23番地5　淡路町龍名館ビル4階

645 公益財団法人 心臓血管研究所 港区 西麻布３丁目２番１９号

646 公益財団法人 新日本宗教団体連合会 渋谷区 代々木５丁目５７番１０号

647 公益財団法人 新日本奨学会 千代田区 内神田３丁目１６番５号

648 公益財団法人
新日本フィルハーモニー交響楽
団

墨田区 錦糸１丁目２番３号　トリフォニーホール内

649 公益財団法人 新聞通信調査会 千代田区 内幸町２丁目２番１号　日本プレスセンタービル１階

650 公益財団法人 信陽舎 武蔵野市 桜堤１丁目９番９号

651 公益社団法人
森林・自然環境技術教育研究セ
ンター

千代田区 六番町７番地　日林協会館

652 公益財団法人 森林文化協会 中央区 築地５丁目３番２号　朝日新聞東京本社内

653 公益財団法人 水交会 渋谷区 神宮前１丁目５番３号

654 公益財団法人 水産物安定供給推進機構 千代田区 神田東松下町28番地5

655 公益財団法人 水産無脊椎動物研究所 中央区 湊１丁目３番１４－８０１号

656 公益財団法人 水道技術研究センター 文京区 後楽2丁目3番28号

657 公益財団法人 数学オリンピック財団 新宿区 新宿７丁目26番37号

658 公益財団法人 末延財団 千代田区 六番町１３番地４　浅松ビル３階Ｃ室

659 公益財団法人
すかいらーくフードサイエンス
研究所

渋谷区 神宮前２丁目４－１１　Daiwa神宮前ビル1階
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660 公益財団法人 スガウェザリング技術振興財団 新宿区 新宿５丁目４番１４号

661 公益社団法人 杉並青色申告会 杉並区 阿佐谷南３丁目１番２６号

662 公益財団法人 杉並区障害者雇用支援事業団 杉並区 高井戸東４丁目10番26号

663 公益社団法人 杉並区シルバー人材センター 杉並区 阿佐谷南１丁目１４番２号　みなみ阿佐ヶ谷ビル6階

664 公益財団法人 杉並区スポーツ振興財団 杉並区 阿佐谷南１丁目１４番２号

665 公益社団法人 杉並区成年後見センター 杉並区 天沼3-19-16

666 公益社団法人 杉並法人会 杉並区 阿佐谷南1丁目３５番２３号

667 公益財団法人 すぎのこ芸術文化振興会 豊島区 南池袋４丁目１９番６号　日の出ビル2階

668 公益財団法人 杉山記念財団 新宿区 西新宿１丁目１９番６号

669 公益財団法人 杉山検校遺徳顕彰会 墨田区 千歳１丁目８番２号

670 公益財団法人
Ｓｃｈｏｏｌ　Ａｉｄ　Ｊａｐ
ａｎ

大田区 羽田１丁目１番３号

671 公益財団法人 すこやか食生活協会 中央区 日本橋本町２丁目６番１３号　山三ビル４階

672 公益財団法人 洲崎福祉財団 中央区 日本橋室町３丁目２番１号日本橋室町三井タワー15階

673 公益財団法人 スズキ財団 港区 東新橋2丁目２番８号

674 公益財団法人 鈴木万平糖尿病財団 中央区 日本橋三丁目14番10号

675 公益財団法人 スターダンサーズ・バレエ団 港区 南青山２丁目２２番４号

676 公益財団法人
スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ
財団

港区 芝３丁目１６番地１３号　MARUWAビル2階

677 公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本 港区 西新橋２丁目２２番１号

678 公益財団法人 スポーツ安全協会 港区 西新橋１丁目６番１１号

679 公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会 港区 六本木６丁目２番３３号

680 公益財団法人 スポーツヒューマンキャピタル 文京区 本郷３丁目１０番１５号ＪＦＡハウス９階

681 公益財団法人 墨田育英会 墨田区 吾妻橋１丁目２３番２０号　墨田区教育委員会事務局内

682 公益社団法人 墨田区医師会 墨田区 東向島２丁目３6番１０号東京東信用金庫本店６階

683 公益社団法人
墨田区勤労者福祉サービスセン
ター

墨田区 押上２丁目１２番７－２１５号

684 公益社団法人 墨田区シルバー人材センター 墨田区 文花１丁目３２番１－１０１号

685 公益財団法人 墨田区文化振興財団 墨田区 錦糸１丁目２番３号

686 公益社団法人
Ｓｕｍｉｔａ　Sｃｈｏｌａｒ
ｓｈｉｐ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏ
ｎ,　Ｃａｍｂｏｄｉａ

千代田区 神田神保町2丁目44番地第２石坂ビル

687 公益財団法人 住友財団 港区 芝大門１丁目１２番１６号　住友芝大門ビル２号館

688 公益財団法人 住友生命健康財団 新宿区 本塩町４番４１号

689 公益財団法人 住本育英会 千代田区 岩本町２丁目４番５号



公益財団・社団法人一覧 令和元年12月末時点
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690 公益財団法人 諏訪郷友会 調布市 若葉町１丁目４３番地１

691 公益財団法人 静嘉堂 世田谷区 岡本２丁目２３番１号

692 公益財団法人 精義塾 文京区 小日向１丁目21番13号

693 公益財団法人 生協総合研究所 千代田区 六番町１５番地　主婦会館プラザエフ６F

694 公益財団法人 整形災害外科学研究助成財団 板橋区 小茂根１丁目1番8号　向原フラット４１５

695 公益財団法人 政策医療振興財団 港区 虎ノ門３丁目１７番７号

696 公益財団法人 政治経済研究所 江東区 北砂１丁目５番４号

697 公益財団法人 誠之舎 文京区 西片１丁目７番１５号

698 公益社団法人 青少年健康センター 文京区 小日向４丁目５番地８号

699 公益社団法人 青少年交友協会 豊島区 池袋３丁目３０番２２号２Ｆ

700 公益財団法人 清心内海塾 大田区 羽田5丁目3番1号

701 公益財団法人 生存科学研究所 中央区 銀座４丁目５番１号

702 公益社団法人 整体協会 世田谷区 瀬田１丁目９番７号

703 公益財団法人 成長科学協会 文京区 本郷５丁目１番１６号

704 公益財団法人 生長の家社会事業団 国立市 富士見台２丁目３９番地の１

705 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ 目黒区 青葉台3丁目1番6号

706 公益社団法人
成年後見センター・リーガルサ
ポート

新宿区 本塩町４番３７号　司法書士会館

707 公益財団法人 性の健康医学財団 文京区 湯島２丁目３１番６号

708 公益財団法人 正派邦楽会 新宿区 市谷左内町３番地

709 公益社団法人 精密工学会 千代田区 九段北１丁目５番９号　九段誠和ビル内

710 公益財団法人 精密測定技術振興財団 武蔵野市 境南町3丁目1番6-203号

711 公益社団法人
生命保険ファイナンシャルアド
バイザー協会

中央区 日本橋室町１丁目１３番５号　日本橋貝新ＮＹビル内

712 公益財団法人 生命保険文化センター 千代田区 丸の内３丁目４番１号　新国際ビル３階

713 公益財団法人 西洋美術振興財団 台東区 上野公園７番７号　国立西洋美術館内

714 公益財団法人 星陵会 千代田区 永田町２丁目16番2号　星陵会館内

715 公益財団法人 清和国際留学生奨学会 台東区 東上野６丁目４番１４号

716 公益財団法人
Ｓａｖｅ　Ｅａｒｔｈ　Ｆｏｕ
ｎｄａｔｉｏｎ

大田区 羽田１丁目１番３号

717 公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャ
パン

千代田区 内神田２丁目８番４号　山田ビル4F

718 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン 港区 三田１丁目４番２８号　三田国際ビル３Ｆ

719 公益財団法人 世界宗教者平和会議日本委員会 杉並区 和田２丁目７番１号　普門メディアセンター3階



公益財団・社団法人一覧 令和元年12月末時点
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720 公益財団法人 関記念財団 文京区 西片1丁目12番15号

721 公益社団法人 石油学会 千代田区 神田須田町１丁目８番地４　陽友神田ビル４階

722 公益財団法人 セコム科学技術振興財団 渋谷区 神宮前１丁目５番１号

723 公益財団法人 セゾン文化財団 中央区 京橋3丁目12番7号　京橋山本ビル4階

724 公益財団法人 世田谷区産業振興公社 世田谷区 太子堂２丁目１６番７号　世田谷産業プラザ4階

725 公益社団法人 世田谷区私立幼稚園協会 世田谷区 太子堂１丁目７番　昭和女子大学内

726 公益社団法人 世田谷区シルバー人材センター 世田谷区 宮坂１丁目２４番６号　宮坂区民センター内

727 公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団 世田谷区 大蔵４丁目６番１号　総合運動場温水プール2階

728 公益財団法人 世田谷区保健センター 世田谷区 三軒茶屋２丁目５３番１６号

729 公益社団法人 世田谷工業振興協会 世田谷区 太子堂２丁目１６番７号

730 公益財団法人 せたがや文化財団 世田谷区 太子堂４丁目１番１号　キャロットタワー

731 公益社団法人 世田谷法人会 世田谷区 若林１丁目１５番１０号　電設会館３階

732 公益財団法人 セディア財団 中央区 築地５丁目６番１０号

733 公益財団法人 千賀法曹育英会 港区 西新橋１丁目２０番３号　虎ノ門法曹ビル9階

734 公益社団法人 全関東電気工事協会 中央区 築地３丁目４番１３語　電気工事会館

735 公益社団法人 全国運転代行協会 中央区 日本橋兜町９番７号　兜町第一ビル

736 公益社団法人 全国解体工事業団体連合会 中央区 八丁堀４丁目1番3号

737 公益社団法人 全国開拓振興協会 港区 赤坂１丁目9番13号

738 公益社団法人 全国学習塾協会 豊島区 南大塚三丁目３９番２号　南大塚MTﾋﾞﾙ５階

739 公益社団法人 全国学校栄養士協議会 渋谷区 千駄ヶ谷５丁目１５番５号

740 公益社団法人 全国学校図書館協議会 文京区 春日２丁目２番７号

741 公益財団法人 全国学校農場協会 渋谷区 円山町２番２０号

742 公益社団法人
全国家庭電気製品公正取引協議
会

港区 西新橋2丁目８番１１号　７東洋海自ビル10階

743 公益社団法人 全国火薬類保安協会 中央区 八丁堀４丁目13番5号

744 公益社団法人 全国求人情報協会 千代田区 富士見２丁目６番地９

745 公益財団法人 全国教誨師連盟 中野区 新井３丁目３７番２号　（矯正会館）

746 公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会 千代田区 外神田２丁目13番7号　ダイニチ神田ビル5階

747 公益社団法人 全国漁港漁場協会 港区 赤坂１丁目9番13号

748 公益財団法人 全国銀行学術研究振興財団 千代田区 大手町二丁目６番１号

749 公益財団法人 全国競馬・畜産振興会 港区 新橋4丁目５番４号
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750 公益社団法人 全国経理教育協会 豊島区 北大塚１丁目１３番１２号

751 公益社団法人 全国競輪施行者協議会 台東区 駒形１丁目１２番１４号

752 公益社団法人
全国結核予防婦人団体連絡協議
会

千代田区 神田三崎町１丁目３番１２号

753 公益社団法人 全国建築物飲料水管理協会 千代田区 平河町2-12-2　藤森ビル３階

754 公益社団法人 全国公営住宅火災共済機構 港区 虎ノ門２丁目３番１７号　虎ノ門２丁目タワー

755 公益社団法人 全国工業高等学校長協会 千代田区 飯田橋２丁目８番１号

756 公益財団法人 全国高等学校家庭科教育振興会 千代田区 富士見１丁目５番６号

757 公益財団法人 全国高等学校体育連盟 千代田区 一ツ橋１丁目１番１号

758 公益財団法人
全国高等学校定時制通信制教育
振興会

千代田区 神田神保町１丁目３７番地

759 公益社団法人 全国公民館連合会 港区 虎ノ門１丁目１６番８号　飯島ビル３Ｆ

760 公益社団法人 全国公立文化施設協会 中央区 銀座２丁目１０番１８号

761 公益社団法人 全国国土調査協会 千代田区 永田町1丁目11番32号　全国町村会館8階

762 公益社団法人
全国国民健康保険診療施設協議
会

港区 芝大門２丁目６番６号

763 公益社団法人 全国子ども会連合会 文京区 大塚６丁目１番１４号

764 公益財団法人 全国里親会 港区 赤坂９丁目１番７号　秀和レジデンシャルホテル内

765 公益社団法人 全国産業資源循環連合会 港区 六本木３丁目１番１７号　第２ABビル4階

766 公益社団法人 全国市街地再開発協会 千代田区 三番町1番地5　石油健保ビル2階

767 公益社団法人 全国自治体病院協議会 千代田区 平河町2-7-5　砂防会館本館７階

768 公益財団法人 全国市長会館 千代田区 平河町２丁目４番２号　全国都市会館

769 公益財団法人 全国修学旅行研究協会 千代田区 九段南２丁目６番８号　九段南ビル6F

770 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 港区 浜松町１丁目６番２号　丸神ビル１Ｆ

771 公益社団法人 全国重度障害者雇用事業所協会 中央区 八丁堀３丁目１１番１１号

772 公益社団法人 全国市有物件災害共済会 千代田区 平河町２丁目４番１号

773 公益社団法人 全国出版協会 新宿区 東五軒町６番２４号

774 公益財団法人 全国商業高等学校協会 新宿区 大京町26番地

775 公益社団法人
全国上下水道コンサルタント協
会

荒川区 西日暮里5丁目26番8号

776 公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会 千代田区 平河町１丁目８番２号　山京半蔵門パレス303号

777 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 港区 新橋４丁目５番４号　日本中央競馬会新橋分館５階

778 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 中央区 日本橋堀留町２丁目3番5号　グランドメゾン日本橋堀留101号

779 公益社団法人 全国助産師教育協議会 文京区 音羽1丁目１９番１８号　東京都助産師会館2階
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780 公益財団法人 全国書美術振興会 港区 赤坂2丁目11番1号　ﾃﾞﾙｯｸｽ溜池山王内

781 公益社団法人 全国私立保育園連盟 台東区 蔵前４丁目１１番１０号　全国保育会館

782 公益社団法人
全国シルバー人材センター事業
協会

江東区 東陽３丁目２３番２２号　東陽ＡＮビル３Ｆ

783 公益社団法人 全国スポーツ推進委員連合 新宿区 霞ヶ丘町４－２

784 公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター 港区 新橋６丁目8番2号

785 公益財団法人 全国青少年教化協議会 中央区 築地３丁目７番５号

786 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 豊島区 東池袋１丁目４６番13号　ホリグチビル602号室

787 公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団 品川区 大崎１丁目１１番８号

788 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 目黒区 緑が丘二丁目15番14号村上ビル102

789 公益社団法人 全国大学体育連合 新宿区 高田馬場１丁目３番１３号　第２天台ビル３０３号

790 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 千代田区 岩本町２丁目６番３号

791 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 千代田区 岩本町２丁目６番３号　全宅連会館２Ｆ

792 公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会 千代田区 鍛冶町１丁目６番１６号

793 公益社団法人
全国中学校産業教育教材振興協
会

中央区 日本橋小舟町14番7号

794 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 中央区 新川2-1-9　石川ビル2階

795 公益社団法人 全国調理師養成施設協会 渋谷区 代々木２丁目１３番４号　新中央ビル3階

796 公益社団法人 全国調理職業訓練協会 千代田区 神田須田町１丁目２４番地

797 公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 千代田区 大手町２丁目６番１号

798 公益社団法人 全国通運連盟 千代田区 神田淡路町２丁目21番地

799 公益社団法人 全国鉄筋工事業協会 千代田区 神田多町２丁目９番６号田中ビル4階

800 公益財団法人 全国篤志面接委員連盟 中野区 新井３丁目３７番２号

801 公益社団法人 全国都市清掃会議 文京区 本郷３丁目３番１１号　ＩＰＢお茶の水７Ｆ

802 公益社団法人
全国土木コンクリートブロック
協会

文京区 本郷３丁目１７番１３号　本郷タナベビル

803 公益財団法人 全国友の会振興財団 豊島区 西池袋２丁目２０番１１号

804 公益社団法人 全国農業共済協会 千代田区 一番町19番地

805 公益社団法人 全国農地保有合理化協会 千代田区 紀尾井町3番29号

806 公益社団法人 全国ハウスクリーニング協会 文京区 後楽２丁目3番10号　日本クリーニングセンタービル8Ｆ

807 公益社団法人 全国被害者支援ネットワーク 文京区 本郷2－14－10

808 公益社団法人 全国病院理学療法協会 品川区 大崎３丁目６番２１号

809 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 荒川区 西日暮里５丁目１２番５号　ビルメンテナンス会館5階
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810 公益社団法人 全国保育サービス協会 新宿区 左門町６番地１７　ＹＳＫビル７Ｆ

811 公益社団法人 全国防災協会 中央区 日本橋小伝馬町２番８号　新小伝馬町ビル6階

812 公益財団法人 全国法人会総連合 新宿区 四谷坂町５番６号

813 公益財団法人 全国防犯協会連合会 文京区 本郷３丁目３８番１号

814 公益社団法人 全国水利用設備環境衛生協会 台東区 蔵前４丁目６番７号　ＭＢＣビル５階

815 公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会 文京区 本郷３丁目３８番１号

816 公益社団法人 全国野球振興会 墨田区 太平４丁目１３番２号　太平サクラビル２Ｆ

817 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 中央区 日本橋３丁目５番１４号

818 公益社団法人 全国豊かな海づくり推進協会 中央区 日本橋小伝馬町9番6号　小伝馬町松村ビル内

819 公益社団法人 全国幼児教育研究協会 千代田区 九段南２丁目４番９号　第三早川屋ビル８階

820 公益財団法人 全国老人クラブ連合会 千代田区 霞が関3丁目3番2号　社会福祉法人全国社会福祉協議会事務局内

821 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 千代田区 平河町２丁目７番１号　塩崎ビル

822 公益社団法人 全国老人保健施設協会 港区 芝公園2丁目６番１５号　黒龍芝公園ビル6階

823 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 港区 芝４丁目１１番５号

824 公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 千代田区 内神田１丁目１２番２号

825 公益社団法人 洗足風致協会 大田区 南千束２丁目１番６号

826 公益財団法人 全日本拳法連盟 中央区 東日本橋３丁目１１－１２

827 公益財団法人 全日本仏教尼僧法団 新宿区 大京町31番地の26

828 公益社団法人 全日本アーチェリー連盟 新宿区 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 707号

829 公益社団法人 全日本医薬品登録販売者協会 文京区 小石川５丁目２０番１７号

830 公益社団法人 全日本印章業協会 千代田区 神田神保町２丁目４番地　印章会館２Ｆ

831 公益財団法人 全日本科学技術協会 文京区 湯島３丁目31番6号　大塚ビルディング1階

832 公益社団法人 全日本学生スキー連盟 中野区 中野３丁目３２番６号青南ハイツ１０５号

833 公益財団法人 全日本空手道連盟 江東区 辰巳１丁目１番２０号

834 公益社団法人
全日本きものコンサルタント協
会

千代田区 神田東松下町17番地

835 公益財団法人 全日本弓道連盟 渋谷区 神南１丁目１番１号　岸記念体育館内

836 公益社団法人 全日本郷土芸能協会 港区 六本木４丁目３番６号

837 公益社団法人 全日本広告連盟 中央区 銀座７丁目４番１７号　電通銀座ビル

838 公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟 渋谷区 神宮前１丁目１７番５号　原宿シュロス３０３

839 公益社団法人 全日本銃剣道連盟 千代田区 北の丸公園２番３号　日本武道館内
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840 公益財団法人 全日本柔道連盟 文京区 春日一丁目１６番３０号　講道館内

841 公益社団法人 全日本書道教育協会 新宿区 百人町１丁目１９番１３号　浅川ビル５会

842 公益社団法人 全日本書道連盟 千代田区 鍛冶町２丁目４番８号

843 公益財団法人
全日本私立幼稚園幼児教育研究
機構

千代田区 九段北４丁目2番25号

844 公益社団法人 全日本鍼灸学会 渋谷区 代々木1-55-10

845 公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会 新宿区 四谷３丁目１２番地

846 公益財団法人 全日本スキー連盟 新宿区 霞ヶ丘町４番２号 Japan Sport Olympic Square

847 公益財団法人 全日本大学野球連盟 渋谷区 渋谷２丁目２２番８号　名取ビル９階

848 公益社団法人 全日本断酒連盟 千代田区 岩本町３丁目２番２号

849 公益社団法人 全日本ダンス協会連合会 港区 新橋１丁目１８番１３号

850 公益社団法人 全日本トラック協会 新宿区 四谷３丁目２番地５

851 公益財団法人 全日本軟式野球連盟 渋谷区 千駄ヶ谷４丁目２７番７号

852 公益社団法人 全日本能率連盟 千代田区 一番町４番地５　ニューライフ一番町203号

853 公益社団法人 全日本病院協会 千代田区 猿楽町2丁目８番８号　住友不動産猿楽町ビル7階

854 公益財団法人 全日本仏教会 港区 芝公園４丁目７番４号

855 公益社団法人 全日本仏教婦人連盟 渋谷区 千駄ヶ谷４丁目５番10号

856 公益社団法人 全日本不動産協会 千代田区 紀尾井町3番30号　全日会館

857 公益社団法人
全日本フルコンタクト空手道連
盟

新宿区 新小川町９番２０号　新小川町ビル2Ｆ

858 公益財団法人 全日本ボウリング協会 新宿区 霞ヶ丘町４丁目２番

859 公益社団法人 全日本墓園協会 千代田区 神田須田町１丁目１２番地

860 公益社団法人 全日本マネキン紹介事業協会 千代田区 神田須田町1丁目７番1号

861 公益社団法人 全日本洋裁技能協会 新宿区 新宿２丁目8番地1号　新宿セブンビル804号室

862 公益財団法人 千本財団 中央区 京橋二丁目2番1号

863 公益財団法人 前立腺研究財団 新宿区 西新宿１丁目１２番１２号

864 公益財団法人 全労連会館 文京区 湯島２丁目４番４号

865 公益財団法人 早期胃癌検診協会 中央区 日本橋茅場町２丁目６番１２号

866 公益社団法人 創玄書道会 豊島区 目白３丁目５番５号　（金子鴎亭記念創玄会館内）

867 公益財団法人 総合安全工学研究所 中央区 日本橋茅場町３丁目５番２号　アロマビル６Ｆ

868 公益財団法人 総合健康推進財団 千代田区 内神田２丁目７番６号

869 公益財団法人 総合工学振興財団 文京区 本郷２丁目１７番５号　ツイン壱岐坂1102号室
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870 公益財団法人 双日国際交流財団 千代田区 内幸町２丁目１番１号

871 公益財団法人 創通育英財団 中央区 銀座五丁目9番5号田創館

872 公益財団法人 総評会館 千代田区 神田駿河台３丁目２番地１１号

873 公益財団法人 ソーシャルサービス協会 新宿区 百人町４丁目７番２号　全日自労会館３Ｆ

874 公益財団法人 租税資料館 中野区 南台３丁目４５番１３号

875 公益財団法人 育てる会 武蔵野市 中町１丁目６番７号　朝日生命ビル５Ｆ

876 公益財団法人 ソニー音楽財団 千代田区 六番町４番地５

877 公益財団法人 ソニー教育財団 品川区 北品川４丁目２番１号　御殿山アネックス2号館4F

878 公益財団法人 ソルト・サイエンス研究財団 港区 六本木７丁目１５番１４号

879 公益財団法人 ソルフェージスクール 豊島区 目白４丁目２３番１０号

880 公益財団法人 損害保険事業総合研究所 千代田区 神田淡路町二丁目９番地

881 公益財団法人 損保ジャパン日本興亜環境財団 新宿区 西新宿１丁目２６番１号

882 公益財団法人 損保ジャパン日本興亜美術財団 新宿区 西新宿一丁目２６番１号

883 公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団 新宿区 西新宿１丁目２６番１号

884 公益財団法人 孫正義育英財団 渋谷区 渋谷一丁目23番21号

885 公益財団法人 第一三共生命科学研究振興財団 中央区 日本橋３丁目１４番１０号

886 公益財団法人 ダイオーズ記念財団 港区 浜松町２丁目４番１号

887 公益財団法人 大学基準協会 新宿区 市谷砂土原町２丁目７番地１３

888 公益財団法人 大学セミナーハウス 八王子市 下柚木1987番地の1

889 公益社団法人 大気環境学会 新宿区 山吹町358番地5

890 公益財団法人 第五福竜丸平和協会 中野区 中央２丁目５１番８号

891 公益財団法人 大師会 港区 芝公園２丁目２番１７号　ウエダビル2階

892 公益財団法人 大樹生命厚生財団 江東区 青海1丁目１番２０号　ダイバシティ東京

893 公益財団法人 大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会 千代田区 飯田橋一丁目５番７号東專堂ビル２階

894 公益財団法人 台東区芸術文化財団 台東区 下谷１丁目２番１１号

895 公益財団法人 台東区産業振興事業団 台東区 小島２丁目９番１８号

896 公益社団法人 台東区シルバー人材センター 台東区 小島１丁目５番５号 小島ビル

897 公益社団法人 大日本山林会 港区 赤坂１丁目９番１３号　三会堂ビル７Ｆ

898 公益社団法人 大日本農会 港区 赤坂１丁目９番１３号　三会堂ビル７Ｆ

899 公益財団法人 ダイヤ高齢社会研究財団 新宿区 新宿１丁目34番5号　直田ビル3階
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900 公益社団法人 隊友会 新宿区 市谷本村町５番１号６８号棟

901 公益財団法人 太陽生命厚生財団 大田区 大森北１丁目１７番４号　　太陽生命大森ビル9階

902 公益財団法人 体力つくり指導協会 江東区 大島１丁目２番１号

903 公益財団法人 大和証券福祉財団 中央区 京橋１丁目２番１号　大和八重洲ビル

904 公益財団法人 大和証券ヘルス財団 中央区 京橋１丁目２番１号　大和八重洲ビル

905 公益財団法人 高岡市荻布学生寮 小金井市 東町１丁目３番１６号

906 公益財団法人 高砂学生会館 東村山市 萩山町４丁目９番１２号

907 公益財団法人 高島科学技術振興財団 中央区 日本橋２丁目７番１号

908 公益財団法人 タカセ国際奨学財団 港区 新橋１丁目１０番９号　タカセビル

909 公益財団法人 タカタ財団 港区 赤坂５丁目２番２０号

910 公益財団法人 高梨学術奨励基金 港区 芝浦2丁目14番4号

911 公益財団法人 高橋産業経済研究財団 品川区 西五反田２丁目１２番１９号　五反田NNビル10F

912 公益財団法人 高橋松之助記念顕彰財団 新宿区 東五軒町６番２４号

913 公益財団法人 高原環境財団 港区 高輪３丁目２５番２３号

914 公益財団法人 高松宮妃癌研究基金 港区 高輪１丁目１４番１５号１０２

915 公益財団法人 高見順文学振興会 目黒区 駒場４丁目3番地55号

916 公益財団法人 高柳健次郎財団 千代田区 一番町４番地５　ニューライフ一番町３０９

917 公益財団法人 高山国際教育財団 新宿区 新宿2-9-23

918 公益財団法人 武田太加志記念能楽振興財団 中野区 中央１丁目２６番６－１０３号

919 公益財団法人 武生郷友会 新宿区 中落合３丁目９番２０号

920 公益財団法人 Ｔａｚａｋｉ財団 千代田区 神田神保町１丁目１０５番地神保町三井ビルディング１４階

921 公益財団法人 田嶋記念大学図書館振興財団 千代田区 神田駿河台3丁目2番地

922 公益財団法人 多田記念財団 渋谷区 代々木３丁目２３番４号ユニゾ西新宿ビル３階

923 公益社団法人 立川市シルバー人材センター 立川市 柴崎町１丁目１７番７号

924 公益財団法人 立川市地域文化振興財団 立川市 錦町３丁目３番２０号

925 公益社団法人 立川青年会議所 立川市 曙町２丁目３８番５号　立川ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ12階

926 公益社団法人 立川法人会 立川市 曙町２丁目３７番７号　コアシティ立川３Ｆ

927 公益財団法人 橘秋子記念財団 渋谷区 富ヶ谷２丁目１４番１５号

928 公益財団法人 竜の子財団 新宿区 新宿２丁目１１番７号　第３３宮庭ビル

929 公益財団法人 谷山治雄記念財団 新宿区 四谷三栄町４番１０号
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930 公益財団法人 ダノン健康栄養財団 目黒区 上目黒２丁目１番１号

931 公益財団法人 たばこ総合研究センター 墨田区 横川一丁目16番3号

932 公益社団法人 玉川法人会 世田谷区 玉川２丁目１番１５号

933 公益社団法人 多摩市シルバー人材センター 多摩市 桜ヶ丘４丁目４０番地１

934 公益財団法人 多摩市文化振興財団 多摩市 落合２丁目３５番地

935 公益財団法人 たましん地域文化財団 国立市 中１丁目９番地５２

936 公益社団法人 地域医療振興協会 千代田区 平河町２丁目６番３号　都道府県会館

937 公益財団法人 地域社会振興財団 千代田区 平河町2丁目6番3号　都道府県会館5階

938 公益社団法人 「小さな親切」運動本部 千代田区 三崎町二丁目２０番４号　八木ビル

939 公益財団法人 地球友の会 中央区 東日本橋２丁目１７番６号

940 公益社団法人 畜産技術協会 文京区 湯島３丁目２０番９号　緬羊会館

941 公益財団法人 畜産近代化リース協会 港区 六本木２丁目1番13号

942 公益財団法人 千曲寮 三鷹市 下連雀６丁目６番３０号

943 公益財団法人 千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会 千代田区 三番町2番地

944 公益財団法人 地方自治総合研究所 千代田区 六番町１番地　自治労会館４階

945 公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン 江東区 亀戸六丁目56番17号 稲畠ビル3階

946 公益財団法人 中央温泉研究所 北区 滝野川三丁目５６番９号

947 公益財団法人 中央果実協会 港区 赤坂１丁目９番１３号

948 公益財団法人 中央教育研究所 北区 堀船２丁目１７番１号

949 公益社団法人 中央区医師会 中央区 勝どき１丁目６番７号

950 公益財団法人 中央区勤労者サービス公社 中央区 銀座４丁目９番８号

951 公益社団法人 中央区シルバー人材センター 中央区 八丁堀３丁目１７番９号 京華スクエア

952 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 港区 虎ノ門１丁目２番１０号　虎ノ門桜田通ビル２階

953 公益社団法人 中央畜産会 千代田区 外神田２丁目16番２号

954 公益社団法人 中央日韓協会 中央区 新富1丁目6番8号

955 公益財団法人 中近東文化センター 三鷹市 大沢３丁目１０番３１号

956 公益財団法人 中国残留孤児援護基金 港区 虎ノ門１丁目５番８号

957 公益社団法人 中小企業研究センター 台東区 台東４丁目２８番１１号

958 公益財団法人 中東調査会 新宿区 西新宿７丁目３番１号　三光パークビル5Ｆ

959 公益財団法人 聴覚障害者教育福祉協会 豊島区 南大塚３丁目４３－１１　福祉財団ビル5階
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960 公益社団法人 長寿社会文化協会 港区 芝公園２丁目６番８号

961 公益財団法人 朝鮮奨学会 新宿区 西新宿１丁目８番１号

962 公益財団法人 腸内細菌学会 豊島区 巣鴨１丁目24番12号

963 公益財団法人 重複障害教育研究所 文京区 西片２丁目８番２０号

964 公益社団法人 調布市医師会 調布市 小島町３丁目６８番地９

965 公益社団法人 調布市シルバー人材センター 調布市 小島町３丁目８７番地４　（調布市シルバー総合センター内）

966 公益社団法人 調布市体育協会 調布市 深大寺北町２丁目１番地６５　調布市総合体育館内

967 公益財団法人
調布市文化・コミュニティ振興
財団

調布市 小島町２丁目３３番地１

968 公益社団法人 調布青年会議所 調布市 菊野台１丁目１７番地１

969 公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社 調布市 国領町３丁目８番地１

970 公益社団法人 調理技術技能センター 中央区 日本橋堀留町２丁目８番５号　ＪＡＣＣビル

971 公益社団法人 著作権情報センター 中野区 本町１丁目３２番２号ハーモニータワー２２階

972 公益社団法人 千代田区シルバー人材センター 千代田区 九段南一丁目６番１０号　かがやきプラザ4階

973 公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト 港区 虎ノ門三丁目７番２号

974 公益財団法人 通信文化協会 文京区 湯島４丁目５番１６号

975 公益財団法人 痛風・尿酸財団 港区 西新橋１丁目１１番５号　西新橋福徳ビル３階

976 公益財団法人 辻国際奨学財団 品川区 大崎１丁目6番1号

977 公益財団法人 土科学センター財団 江東区 東陽４丁目１番１３号

978 公益財団法人 つなぐいのち基金 中央区 日本橋2丁目1番17号　丹生ﾋﾞﾙ2階

979 公益財団法人 ＤＮＰ文化振興財団 中央区 銀座７丁目７番２号

980 公益社団法人 低温工学・超電導学会 文京区 本郷６丁目１２番８号　パレドール本郷302

981 公益財団法人 帝人奨学会 千代田区 霞が関３丁目２番１号　帝人株式会社内

982 公益財団法人 テクノエイド協会 新宿区 神楽河岸１番１号　セントラルプラザ4階

983 公益財団法人 勅使河原和風会 世田谷区 桜新町1丁目21番13号

984 公益財団法人 鉄鋼環境基金 中央区 日本橋茅場町３丁目２番１０号　鉄鋼会館

985 公益社団法人 銕仙会 港区 南青山４丁目２１番２９号

986 公益社団法人 鉄道貨物協会 千代田区 神田司町２丁目８番４号　吹田屋ビル4階

987 公益財団法人 鉄道弘済会 千代田区 麹町五丁目1番地

988 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 国分寺市 光町2丁目8番地38

989 公益財団法人 天一美術文化財団 中央区 銀座６丁目７番１６号
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990 公益社団法人 電気化学会 千代田区 西神田3丁目1番6号　日本弘道会ビル7階

991 公益財団法人 電気科学技術奨励会 千代田区 神田錦町３丁目１番地

992 公益財団法人 電気通信普及財団 港区 西新橋２丁目4番2号

993 公益財団法人 電気電子情報学術振興財団 文京区 弥生２丁目４番１６号　学会センタービル内

994 公益財団法人 電磁応用研究所 港区 南青山５丁目１番１０号　南青山第一マンションズ808号室

995 公益財団法人 電通育英会 中央区 銀座７丁目４番１７号　電通銀座ビル

996 公益財団法人 天風会 文京区 大塚５丁目４０番８号　天風会館

997 公益財団法人 天文学振興財団 三鷹市 大沢2丁目21番1号　国立天文台内

998 公益財団法人 ドイツ語学文学振興会 文京区 本郷５丁目２９番１２号403

999 公益財団法人 東亜総研 千代田区 一番町４番４２号一番町Ⅱビル５階

1000 公益財団法人 東華教育文化交流財団 中央区 銀座８丁目２番１２号　東京華僑会館5階

1001 公益財団法人 東急財団 渋谷区 渋谷区南平台町５番６号

1002 公益財団法人 東京医科大学がん研究事業団 新宿区 西新宿６丁目7番1号

1003 公益財団法人 東京育英会 渋谷区 渋谷１丁目１番３号

1004 公益社団法人 東京医薬品工業協会 中央区 日本橋室町３丁目３番９号

1005 公益財団法人 東京エムオウユウ事務局 港区 新橋６丁目１９番１９号

1006 公益社団法人 東京屋外広告協会 千代田区
丸の内三丁目2番2号丸の内二重橋ビルディング東京商工会議所ビル
内

1007 公益財団法人 東京オペラシティ文化財団 新宿区 西新宿３丁目20番2号

1008 公益財団法人
東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会

中央区 晴海一丁目８番１１号

1009 公益財団法人 東京海上各務記念財団 大田区 大森北１丁目5番１号

1010 公益財団法人 東京海上スポーツ財団 大田区 大森北1丁目5番１号

1011 公益財団法人 東京海上日動教育振興基金 中央区 銀座５丁目３番１６号

1012 公益財団法人 東京化成化学振興財団 中央区 日本橋本町4丁目10番1号　桜花ﾋﾞﾙ3階

1013 公益財団法人 東京カリタスの家 文京区 関口３丁目１６番１５号

1014 公益財団法人 東京観光財団 新宿区 山吹町３４６番地６　日新ビル6階

1015 公益社団法人 糖業協会 千代田区 有楽町１丁目９番３号

1016 公益社団法人 東京共同住宅協会 渋谷区 神宮前６丁目２９番４号　原宿こみやビル4階

1017 公益社団法人
東京グラフィックサービス工業
会

中央区 日本橋小伝馬町７番１６号

1018 公益財団法人 東京経済研究センター 千代田区 飯田橋１丁目７番１０号

1019 公益財団法人 東京交響楽団 新宿区 百人町２丁目２３番５号　矯風会館
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1020 公益社団法人 東京公共嘱託登記司法書士協会 新宿区 四谷本塩町４番３７号

1021 公益社団法人 東京広告協会 中央区 銀座７丁目４番１７号　電通銀座ビル

1022 公益財団法人 東京子ども図書館 中野区 江原町１丁目１９番１０号

1023 公益財団法人 東京コミュニティー財団 千代田区 麹町1丁目4番地　半蔵門ファーストビル5Ｆ

1024 公益財団法人 東京財団政策研究所 港区 六本木３－２－１六本木グランドタワー34階

1025 公益財団法人 東京三商会 江東区 牡丹1丁目１２番８号

1026 公益社団法人 東京慈恵会 港区 西新橋３丁目２５番８号

1027 公益財団法人 東京しごと財団 千代田区 飯田橋３丁目１０番３号 東京しごとセンター8階

1028 公益社団法人 東京自治研究センター 千代田区 飯田橋一丁目１２番１５号　福岡第４ﾋﾞﾙ１階

1029 公益財団法人 東京市町村自治調査会 府中市 新町２丁目７７番地１

1030 公益財団法人 東京シティ・バレエ団 江東区 森下一丁目６番１４号レックス森下３０３号室

1031 公益社団法人 東京社会福祉士会 豊島区 南大塚３丁目４３番１１号

1032 公益社団法人 東京乗馬倶楽部 渋谷区 代々木神園町４番８号

1033 公益社団法人 東京生薬協会 千代田区 東神田１丁目１１番４号

1034 公益財団法人 東京生化学研究会 中央区 日本橋本町四丁目１１－５

1035 公益社団法人 東京青年会議所 千代田区 平河町２丁目１４番３号　青年会議所会館２Ｆ

1036 公益財団法人 東京税務協会 中野区 中野４丁目６番１５号

1037 公益財団法人 東京大学学生キリスト教青年会 文京区 向丘１丁目２０番６号

1038 公益財団法人 東京大学新聞社 文京区 本郷７丁目３番１号　東京大学構内

1039 公益財団法人 東京タクシーセンター 江東区 南砂７丁目３番３号

1040 公益社団法人 東京地学協会 千代田区 二番町１２番地２　地学会館

1041 公益社団法人 東京中小建築業協会 文京区 千駄木３丁目４７番３号

1042 公益社団法人 東京聴覚障害者総合支援機構 渋谷区 東１丁目２３番３号

1043 公益社団法人 東京電気管理技術者協会 千代田区 麹町５丁目１番地　NK真和ビル2階

1044 公益財団法人 東京都アイスホッケー連盟 西東京市 東伏見3丁目1-25

1045 公益社団法人 東京都足立区歯科医師会 足立区 千住１丁目５番５号

1046 公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会 荒川区 荒川４丁目２番２１号

1047 公益財団法人 東京都医学総合研究所 世田谷区 上北沢２丁目１番６号

1048 公益社団法人 東京都医師会 千代田区 神田駿河台２丁目５番地

1049 公益社団法人 東京都板橋区歯科医師会 板橋区 常盤台３丁目３番３号
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1050 公益社団法人 東京都医薬品登録販売者協会 北区 王子4-24-11　ＩＫビル７階

1051 公益財団法人 東京都医療保健協会 練馬区 旭丘１丁目２４番１号

1052 公益財団法人 東京都慰霊協会 墨田区 横網２丁目３番２５号

1053 公益財団法人 東京動物園協会 台東区 池之端2丁目9番7号　池之端日殖ビル7階

1054 公益社団法人 東京都栄養士会 新宿区 四谷３丁目９番地

1055 公益社団法人 東京都江戸川区歯科医師会 江戸川区 東小岩４丁目８番６号

1056 公益社団法人 東京都荏原歯科医師会 品川区 中延１丁目４番１５号　荏原歯科医師会館

1057 公益社団法人 東京都大田区大森歯科医師会 大田区 池上４丁目１９番７号　大森歯科医師会館内

1058 公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会 大田区 新蒲田１丁目４番１４号

1059 公益社団法人 東京都介護福祉士会 江東区 猿江１丁目３番７号　パーク・ノヴァ猿江恩賜公園１０２

1060 公益財団法人 東京都学校給食会 文京区 本駒込５丁目６６番２号

1061 公益社団法人 東京都学校歯科医会 千代田区 九段北４丁目１番２０号

1062 公益社団法人 東京都眼科医会 新宿区 四谷三栄町3-10　ルネ三栄町201

1063 公益社団法人 東京都環境衛生協会 渋谷区 広尾５丁目７番１号

1064 公益財団法人 東京都環境公社 墨田区 江東橋四丁目２６番５号東京トラフィック錦糸町ビル8階

1065 公益社団法人 東京都看護協会 新宿区 西新宿四丁目2番19号

1066 公益財団法人 東京都北区体育協会 北区 西ヶ原２丁目１番６号東京都北区滝野川体育館内

1067 公益社団法人 東京都北歯科医師会 北区 中十条２丁目１１番４号

1068 公益社団法人 東京都教職員互助会 千代田区 神田駿河台２丁目5番地

1069 公益財団法人 東京都区市町村振興協会 千代田区 飯田橋３丁目５番１号東京区政会館１7階

1070 公益財団法人 東京都結核予防会 墨田区 両国４丁目5番9号

1071 公益社団法人 東京都建設事業協会 中央区 日本橋小伝馬町１７番９号

1072 公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 文京区 本郷５丁目２３番１３号　タムラビル3階

1073 公益財団法人 東京都公園協会 新宿区 歌舞伎町２丁目４４番１号　東京都健康プラザハイジア9階

1074 公益財団法人 東京都交響楽団 台東区 上野公園５番４５号　東京文化会館内

1075 公益社団法人 東京都小平市歯科医師会 小平市 学園東町１丁目１９番１３号　小平市福祉会館内

1076 公益財団法人 東京都サッカー協会 文京区 本郷３丁目１０番１５号

1077 公益社団法人 東京都山岳連盟 千代田区 神田司町2-10　パークサイドセブン2Ｆ

1078 公益社団法人 東京都歯科医師会 千代田区 九段北４丁目１番２０号

1079 公益社団法人 東京都歯科衛生士会 文京区 本郷２丁目２１番３号
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1080 公益財団法人 東京都私学財団 新宿区 神楽河岸１番１号 セントラルプラザ11階

1081 公益社団法人 東京都品川歯科医師会 品川区 西五反田６丁目２５番１２号　東京都品川歯科医師会館

1082 公益社団法人 東京都獣医師会 港区 南青山１丁目１番１号

1083 公益社団法人 東京都柔道整復師会 文京区 本郷１丁目１１番６号

1084 公益財団法人 東京都柔道連盟 文京区 春日１丁目１６番３０号　講道館内

1085 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 新宿区 神楽河岸１番１号　セントラルプラザ１２F

1086 公益社団法人 東京都助産師会 文京区 音羽１丁目１９番１８号　東京都助産師会館内

1087 公益財団法人 東京都助産師会館 文京区 音羽1丁目19番18号

1088 公益社団法人 東京都私立幼稚園教育研修会 千代田区 九段北４丁目２番２５号　私学会館内

1089 公益社団法人 東京都鍼灸師会 豊島区 南大塚3-52-10

1090 公益財団法人 東京都人権啓発センター 港区 芝２丁目５番６号

1091 公益社団法人 東京都身体障害者団体連合会 新宿区 神楽河岸1番1号

1092 公益社団法人 東京都診療放射線技師会 荒川区 西日暮里２丁目２２番１号　ステーションプラザタワー５０５

1093 公益財団法人 東京都水泳協会 渋谷区 広尾１丁目3番18号

1094 公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 新宿区 荒木町１３番地４

1095 公益財団法人
東京都生活衛生営業指導セン
ター

渋谷区 広尾５丁目7番1号

1096 公益社団法人 東京都世田谷区歯科医師会 世田谷区 松原６丁目４番１号

1097 公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会 渋谷区 代々木１丁目５８番１号　石山ビル

1098 公益財団法人 東京都体育協会 渋谷区 神南１丁目１番１号　岸記念体育館内

1099 公益社団法人 東京都台東区歯科医師会 台東区 根岸４丁目1番２８号

1100 公益社団法人 東京都滝野川歯科医師会 北区 西ヶ原2丁目４１番１１号

1101 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 千代田区 富士見２丁目２番４号　東京不動産会館内

1102 公益社団法人 東京都玉川歯科医師会 世田谷区 玉川３丁目２１番２号

1103 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 千代田区 神田佐久間町１丁目９番地

1104 公益財団法人 東京都島しょ振興公社 港区 海岸１丁目４番１５号

1105 公益財団法人 東京都道路整備保全公社 新宿区 西新宿２丁目７番１号

1106 公益財団法人 東京都都市づくり公社 八王子市 子安町４丁目7番1号

1107 公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会 豊島区 南大塚２丁目３７番１号

1108 公益財団法人
東京都トラック交通遺児等助成
財団

新宿区 四谷３丁目1番8号

1109 公益財団法人 東京都軟式野球連盟 杉並区 高円寺北２丁目２１番５号
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1110 公益財団法人 東京都農林水産振興財団 立川市 富士見町３丁目８番１号

1111 公益社団法人 東京都八南歯科医師会 八王子市 長沼町９６０番地

1112 公益社団法人
東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ
指圧師会

千代田区 神田東松下町３７番地４

1113 公益財団法人 東京都バレーボール協会 豊島区 東池袋１丁目２８番１号　タクトＴ.Oビル４０３号

1114 公益財団法人 東京都福祉保健財団 新宿区 西新宿２丁目７番１号

1115 公益社団法人 東京都府中市歯科医師会 府中市 府中町２丁目２５番地の１８

1116 公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 港区 虎ノ門３丁目１２番１号　ニッセイ虎ノ門ビル６Ｆ

1117 公益社団法人 東京都ペストコントロール協会 千代田区 鍛冶町２丁目９番８号

1118 公益財団法人
東京都防災・建築まちづくりセ
ンター

渋谷区 渋谷２丁目１７番５号

1119 公益財団法人 東京都保健医療公社 千代田区 神田駿河台2丁目5番地

1120 公益社団法人 東京都町田市歯科医師会 町田市 原町田５丁目８番７号　ガーデン町田

1121 公益社団法人 東京都港区麻布赤坂歯科医師会 港区 南青山１丁目１５番２号

1122 公益社団法人 東京都港区芝歯科医師会 港区 浜松町２丁目１番１１号

1123 公益社団法人 東京都向島歯科医師会 墨田区 東向島５丁目９番１７号

1124 公益社団法人 東京都武蔵野市歯科医師会 武蔵野市 吉祥寺南町２丁目４番７号　吉祥寺ソシアルビル２階

1125 公益社団法人 東京都目黒区歯科医師会 目黒区 中央町２丁目１３番１１号　東京都目黒区歯科医師会館内

1126 公益社団法人 東京都盲人福祉協会 新宿区 高田馬場１丁目９番２3号

1127 公益社団法人 東京都薬剤師会 千代田区 神田錦町１丁目２１番地

1128 公益社団法人 東京都洋菓子協会 世田谷区 池尻２丁目２１番１４号

1129 公益財団法人 東京都予防医学協会 新宿区 市谷砂土原町１丁目２番地

1130 公益社団法人 東京都理学療法士協会 渋谷区 代々木２丁目２６番５号　バロール代々木409号

1131 公益社団法人 東京都リサイクル事業協会 台東区 三筋２丁目３番９号

1132 公益財団法人 東京都立戸山高等学校校友会 新宿区 戸山３丁目１９番１号　東京都立戸山高等学校内

1133 公益社団法人 東京都猟友会 千代田区 神田松永町１９番３号　都猟会館内

1134 公益社団法人 東京都臨床検査技師会 千代田区 九段北４丁目１番５号　市谷法曹ビル405号

1135 公益財団法人 東京都歴史文化財団 墨田区 横網１丁目４番１号

1136 公益社団法人 東京都老人クラブ連合会 新宿区 西新宿５丁目７番１号　若月ビル8階

1137 公益財団法人 東京二期会 渋谷区 千駄ヶ谷１丁目２５番１２号2

1138 公益社団法人 東京のあすを創る協会 中央区 八重洲２丁目１１番７号　東栄八重洲ﾋﾞﾙ内

1139 公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 荒川区 西日暮里５丁目１２番５号
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1140 公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団 新宿区 西新宿３丁目２０番２号

1141 公益財団法人 東京富士美術館 八王子市 谷野町492番地１

1142 公益社団法人 東京部落解放研究所 台東区 今戸２丁目８番５号　東京解放会館内

1143 公益財団法人 東京弁護士会育英財団 千代田区 霞が関１丁目1番3号　東京弁護士会内

1144 公益財団法人 東京防災救急協会 千代田区 麹町1丁目12番地　東京消防庁麹町合同庁舎

1145 公益財団法人 東京防犯協会連合会 千代田区 霞が関２丁目１番１号 警視庁内

1146 公益財団法人
東京ミュージック・ボランティ
ア協会

小平市 花小金井八丁目4番1号

1147 公益社団法人 東京薬事協会 中央区 日本橋本町３丁目４番１８号

1148 公益財団法人 東京陸上競技協会 新宿区 歌舞伎町１丁目28番3号

1149 公益財団法人 東京連合防火協会 千代田区 大手町１丁目３番５号　東京消防庁内

1150 公益社団法人 東京労働基準協会連合会 千代田区 二番町９番地８

1151 公益財団法人 東京労働者福祉厚生協会 港区 虎ノ門５丁目１１番１１号　虎ノ門ＭＫビル6階

1152 公益財団法人 東京ＹＭＣＡ 新宿区 西早稲田２丁目３番１８号　日本キリスト教会館６階

1153 公益財団法人 東京ＹＷＣＡ 千代田区 神田駿河台１丁目８番地１１

1154 公益財団法人 統計情報研究開発センター 千代田区 神田神保町３丁目６番

1155 公益社団法人 燈光会 港区 西新橋１丁目１４番９号　西新橋ﾋﾞﾙ

1156 公益財団法人 同志会 文京区 西片２丁目１６番１２号

1157 公益財団法人 東芝国際交流財団 港区 芝浦１丁目１番１号　東芝ビルディング3階

1158 公益財団法人 東ソー奨学会 港区 芝３丁目８番２号　東ソー株式会社内

1159 公益財団法人 東電記念財団 千代田区 有楽町１丁目７番１号　有楽町電気ビル北館12F

1160 公益財団法人 東南アジア文化友好協会 千代田区 神田駿河台２丁目1番19号　アルベルゴお茶の水1012号

1161 公益財団法人 東燃国際奨学財団 港区 港南１丁目８番１５号　Wビル

1162 公益財団法人
東燃ゼネラル石油研究奨励・奨
学財団

港区 港南１丁目８番１５号

1163 公益財団法人 動物環境・福祉協会Ｅｖａ 目黒区 東山3丁目16番5号　マンション芽吹103

1164 公益財団法人 東法連特定退職金共済会 新宿区 四谷坂町５番６号

1165 公益財団法人 同盟育成会 千代田区 内幸町２丁目２番１号　日本プレスセンタービル内

1166 公益財団法人 東予育英会 調布市 多摩川１丁目２４番１号

1167 公益財団法人 東洋学林 新宿区 若葉１丁目１８番地

1168 公益財団法人 東洋哲学研究所 八王子市 丹木町１丁目２３６番地

1169 公益財団法人 東洋文庫 文京区 本駒込２丁目２８番２１号
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1170 公益社団法人 東洋療法学校協会 港区 浜松町１丁目１２番９号

1171 公益財団法人 東洋療法研修試験財団 台東区 上野７丁目６番５号

1172 公益財団法人 東レ科学振興会 中央区 日本橋本石町３丁目３番１６号

1173 公益財団法人 徳川記念財団 渋谷区 大山町３７番６号

1174 公益財団法人 徳川ミュージアム 世田谷区 等々力６丁目３８番６－１０１号

1175 公益財団法人 徳川黎明会 豊島区 目白３丁目８番１１号

1176 公益財団法人 徳洲会国際奨学財団 千代田区 麹町４丁目６番８号

1177 公益社団法人 読書推進運動協議会 千代田区 神田神保町一丁目32番地

1178 公益財団法人 徳田財団 千代田区 麹町４丁目６番８号

1179 公益財団法人 特別区協議会 千代田区 飯田橋３丁目５番１号

1180 公益財団法人
徳間記念アニメーション文化財
団

三鷹市 下連雀１丁目１番８３号

1181 公益財団法人 独立書人団 港区 芝2丁目２７番８号

1182 公益財団法人 戸栗美術館 渋谷区 松濤１丁目１１番３号

1183 公益財団法人 都市化研究公室 港区 南青山２丁目２番１５－５３４号

1184 公益財団法人 都市計画協会 千代田区 紀尾井町３番３２号

1185 公益社団法人 都市住宅学会 千代田区 富士見２丁目７番２号

1186 公益財団法人
都市づくりパブリックデザイン
センター

文京区 音羽２丁目２番２号　アベニュー音羽２階

1187 公益財団法人 都市防災美化協会 中央区 京橋１丁目２番１号 大和八重洲ビル3階

1188 公益社団法人 豊島区医師会 豊島区 西池袋３丁目２２番１６号　豊島区医師会館内

1189 公益社団法人 豊島区シルバー人材センター 豊島区 東池袋２丁目５５番６号

1190 公益社団法人 豊島区薬剤師会 豊島区 南池袋３丁目２番６号

1191 公益財団法人 豊島修練会
東久留米

市
東本町８番１４号

1192 公益社団法人 豊島法人会 豊島区 池袋２丁目３２番４号　豊島法人会館

1193 公益財団法人 としま未来文化財団 豊島区 南池袋２丁目３４番５号藤和第２ビル２階

1194 公益財団法人 図書館振興財団 文京区 大塚３丁目５番９号

1195 公益財団法人 都市緑化機構 千代田区 神田神保町３丁目２番地４

1196 公益財団法人 戸田育英財団 中央区 八丁堀四丁目１０番１号　甲東ビル４０１号室

1197 公益社団法人 土地改良測量設計技術協会 港区 新橋５丁目３４番４号　農業土木会館

1198 公益財団法人 特攻隊戦没者慰霊顕彰会 千代田区 飯田橋一丁目5番7号

1199 公益財団法人 都道府県センター 千代田区 平河町２丁目６番３号
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1200 公益財団法人
ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズ・ジャパン

新宿区 西新宿６丁目５番１号　新宿アイランドタワー

1201 公益財団法人 利根川・荒川水源地域対策基金 千代田区 神田佐久間河岸５１号　第一スレートビル６Ｆ

1202 公益社団法人 土木学会 新宿区 四谷１丁目無番地

1203 公益財団法人 都民劇場 中央区 銀座5丁目１番７号　数寄屋橋ビル内

1204 公益財団法人 富山県学生寮 府中市 若松町４丁目１番１号

1205 公益財団法人 トヨタ財団  新宿区 西新宿２丁目１番１号　新宿三井ビル３７階

1206 公益財団法人 トラスト未来フォーラム 千代田区 大手町２丁目１番１号　大手町野村ビル7階

1207 公益財団法人 トランスコスモス財団 渋谷区 渋谷三丁目２５番１８号

1208 公益社団法人 砥粒加工学会 新宿区 百人町２丁目２２番１７号　セラミックスビル4Ｆ

1209 公益財団法人 内視鏡医学研究振興財団 渋谷区 代々木２丁目１６番７号　山葉ビル7階

1210 公益財団法人 内藤記念科学振興財団 文京区 本郷３丁目４２番６号　NKDビル8階

1211 公益財団法人 永井記念薬学国際交流財団 文京区 弥生２丁目４番１６号　学会センタービル内

1212 公益財団法人 長岡社 中央区 日本橋小網町１６番１号

1213 公益財団法人 長尾自然環境財団 墨田区 緑四丁目20番9号

1214 公益財団法人 長坂国際奨学財団 杉並区 荻窪４丁目３２番５号

1215 公益財団法人 中島記念国際交流財団 港区 六本木６丁目１０番１号

1216 公益財団法人 中曽根康弘世界平和研究所 港区 虎ノ門３丁目２番２号　虎ノ門30森ビル6階

1217 公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団 品川区 大崎一丁目２番２号　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー８階

1218 公益財団法人 中董奨学会 渋谷区 渋谷１丁目４番１３号

1219 公益財団法人 中野区教育振興会 中野区 野方１丁目35番3号　中野区立教育センター内

1220 公益社団法人 中野区シルバー人材センター 中野区 中央２丁目２２番１０－１０１号

1221 公益社団法人 中野法人会 中野区 新井２丁目３３番６号

1222 公益財団法人 中村積善会 中央区 銀座5丁目7番10号

1223 公益財団法人 中村哲也記念財団 板橋区 小豆沢２丁目１２番７号

1224 公益財団法人 中村元東方研究所 千代田区 外神田２丁目１７番２号

1225 公益財団法人 中山がん研究所 新宿区 新宿５丁目１４番９号

1226 公益財団法人 中山人間科学振興財団 文京区 小日向4丁目２番６号

1227 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団 中央区 銀座３丁目１５番８号

1228 公益財団法人 奈良県奨学会 文京区 小日向４丁目３番３号

1229 公益財団法人 南葵育英会 中央区 銀座２丁目６番１２号　大倉本館　内外施設工業株式会社内
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1230 公益財団法人 難病医学研究財団 千代田区 神田淡路町1丁目7番地

1231 公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 中央区 入船２丁目９番１０号　五條ﾋﾞﾙ4-A

1232 公益社団法人 難民起業サポートファンド 千代田区 西神田2-5-2　ＴＡＳビル４階

1233 公益財団法人 南豫奨学会 小金井市 中町４丁目１８番２６号

1234 公益社団法人 新島村シルバー人材センター 新島村 本村四丁目１０番２号

1235 公益社団法人 におい・かおり環境協会 新宿区 高田馬場２丁目１４番２号　新陽ビル1106号

1236 公益社団法人 二科会 新宿区 新宿４丁目３番１５号

1237 公益社団法人 西東京市歯科医師会 西東京市 田無町５丁目５番１２号

1238 公益社団法人 西東京市シルバー人材センター 西東京市 富士町１丁目７番６９号

1239 公益財団法人 仁科記念財団 文京区 本駒込２丁目２８番４５号

1240 公益社団法人 虹の会 中央区 日本橋小伝馬町１３番地４号

1241 公益財団法人 西原育英文化事業団 港区 芝浦2丁目１１番５号

1242 公益財団法人 西山デンタルアカデミー 渋谷区 千駄ヶ谷３丁目２６－７

1243 公益財団法人 二十一世紀職業財団 文京区 本郷１丁目33番13号　日本生命春日町ビル3階

1244 公益財団法人 二十一世紀文化学術財団 千代田区 内神田２丁目１１番６号　共同ビル3階

1245 公益社団法人
２４時間テレビチャリティー委
員会

港区 東新橋１丁目６番１号

1246 公益財団法人 日伊音楽協会 目黒区 大橋１丁目７番４号

1247 公益財団法人 日伊協会 港区 赤坂７丁目２番１７　赤坂中央マンション２０７号

1248 公益財団法人 日印協会 中央区 日本橋茅場町２丁目1番14号

1249 公益社団法人 日・豪・ニュージーランド協会 港区 虎ノ門3-7-5

1250 公益財団法人 日独協会 新宿区 信濃町１８番地３９

1251 公益財団法人 日仏会館 渋谷区 恵比寿３丁目９番２５号

1252 公益財団法人 日米医学医療交流財団 文京区 本郷３丁目２７番１２号６階

1253 公益財団法人 日米教育交流振興財団 千代田区 永田町２丁目１４番２号　山王グランドビル416

1254 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 千代田区 霞が関１丁目１番３号　弁護士会館１４Ｆ

1255 公益財団法人 日弁連法務研究財団 千代田区 霞が関１丁目１番３号　弁護士会館１７Ｆ

1256 公益財団法人 日母おぎゃー献金基金 新宿区 市谷八幡町１４番地　市ヶ谷中央ビル内

1257 公益財団法人 日蓮宗奠統会 新宿区 西新宿７丁目１２番５号

1258 公益財団法人 日露医学医療交流財団 港区 新橋５丁目7番13号　ビュロー新橋603

1259 公益財団法人 日韓文化協会 新宿区 高田馬場４丁目１番７号
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1260 公益財団法人 日韓文化交流基金 千代田区 三崎町２丁目２１番２号ユニゾ水道橋ビル５階

1261 公益財団法人 日揮・実吉奨学会 中央区 日本橋兜町１５番６号　製粉会館ビル

1262 公益財団法人 日工組社会安全研究財団 千代田区 内神田１丁目7番8号

1263 公益財団法人 日産厚生会 世田谷区 瀬田４丁目８番１号

1264 公益財団法人 日新奨学会 千代田区 丸の内3-4-1　新国際ビル

1265 公益財団法人 ニッセイ文化振興財団 千代田区 有楽町１丁目１番１号

1266 公益財団法人 ニッセイ緑の財団 港区 虎ノ門１丁目２１番１７号　虎ノ門NNビル8階

1267 公益財団法人 新田次郎記念会 武蔵野市 吉祥寺北町１丁目１４番１５号

1268 公益財団法人 日中医学協会 千代田区 岩本町１丁目４番３号　住泉KMビル6F

1269 公益財団法人 日中技能者交流センター 千代田区 一ツ橋２丁目6番2号

1270 公益財団法人 日中友好会館 文京区 後楽１丁目５番３号

1271 公益財団法人 日鉄鉱業奨学会 新宿区 四谷三栄町１４番３３号

1272 公益社団法人 日展 台東区 上野桜木２丁目４番１号

1273 公益財団法人 日本アイスホッケー連盟 新宿区 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square 506

1274 公益財団法人 日本音楽財団 港区 赤坂１丁目２番２号

1275 公益社団法人 日本会 新宿区 下宮比町２番１８号　グランドメゾン飯田橋205号室

1276 公益社団法人 日本駆け込み寺 新宿区 歌舞伎町２丁目４２番３号

1277 公益社団法人 日本記者クラブ 千代田区 内幸町２丁目２番１号　日本プレスセンター内

1278 公益社団法人 日本吟道学院 文京区 西片２丁目１２番２３号

1279 公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 千代田区 神田三崎町２丁目２番６号

1280 公益財団法人 日本財団 港区 赤坂1-2-2　日本財団ビル6階

1281 公益財団法人
日本財団学生ボランティアセン
ター

港区 虎ノ門一丁目１１番２号　日本財団第二ビル

1282 公益財団法人
日本財団パラリンピックサポー
トセンター

港区 赤坂1－2－2　日本財団ﾋﾞﾙ4階

1283 公益社団法人 日本サイン協会 港区 浜松町１丁目２１番４号　港ﾋﾞﾙ5階

1284 公益社団法人 日本詩吟学院 台東区 根岸３丁目３番地４号

1285 公益財団法人 日本消防協会 港区 虎ノ門２丁目９番１６号

1286 公益社団法人 日本水産学会 港区 港南４丁目５番７号　東京海洋大学内

1287 公益社団法人 日本青伸会 千代田区 西神田２丁目３番２号

1288 公益財団法人 日本製鉄文化財団 千代田区 紀尾井町６番５号

1289 公益社団法人 日本青年会議所 千代田区 平河町２丁目１４番３号
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1290 公益社団法人 日本セラミックス協会 新宿区 百人町２丁目２２番１７号

1291 公益社団法人 日本装削蹄協会 港区 新橋４丁目５番４号

1292 公益財団法人 日本太鼓財団 港区 虎ノ門一丁目１１番２号

1293 公益財団法人 日本中学校体育連盟 新宿区 霞ヶ丘町４番２号 Japan Sport Olympic Square

1294 公益社団法人 日本地理学会 文京区 弥生２丁目４番１６号

1295 公益財団法人 日本通運育英会 港区 東新橋１丁目９番３号　日本通運株式会社内

1296 公益財団法人 ニッポンドットコム 港区 虎ノ門１丁目１５番１６号笹川平和財団ビル

1297 公益社団法人 日本ネパール協会 品川区 大崎３丁目６番２１号　ニュー大崎702号

1298 公益社団法人 日本農芸化学会 文京区 弥生２丁目４番１６号

1299 公益財団法人 日本のローマ字社 文京区 本郷３丁目32番6号

1300 公益財団法人 日本博物館協会 台東区 上野公園12番52号　黒田記念館別館3階

1301 公益財団法人 日本武道館 千代田区 北の丸公園2番3号

1302 公益財団法人 日本ユニフォームセンター 港区 元赤坂１丁目４番２１号　赤坂パレスビル5階

1303 公益財団法人 似鳥国際奨学財団 北区 神谷３丁目６－２０　株式会社ニトリホールディングス東京本部内

1304 公益社団法人 日本愛玩動物協会 新宿区 信濃町８番地１

1305 公益社団法人 日本アイソトープ協会 文京区 本駒込二丁目２８番４５号

1306 公益財団法人 日本アイバンク協会 千代田区 神田錦町３丁目２番地　三基ビル

1307 公益財団法人
日本アウトワード・バウンド協
会

荒川区 西日暮里５丁目３８番５号

1308 公益社団法人 日本アクチュアリー会 中央区 晴海１丁目８番１０号

1309 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 中央区 銀座３丁目１０番７号　銀座東和ビル８F

1310 公益財団法人 日本編物検定協会 文京区 水道2-13-2-401

1311 公益財団法人 日本編物手芸協会 渋谷区 千駄ヶ谷5丁目16番16-1002号

1312 公益社団法人
日本アメリカンフットボール協
会

新宿区 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 801

1313 公益財団法人 日本アレルギー協会 千代田区 九段南４丁目１番８号

1314 公益社団法人 日本アロマ環境協会 渋谷区 千駄ヶ谷5丁目21番12号

1315 公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構 北区 西が丘３丁目１５番１号　国立スポーツ科学センター内

1316 公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会 新宿区 西早稲田２丁目１８番２号

1317 公益社団法人 日本医学協会 清瀬市 松山２丁目１番７－２０２号

1318 公益社団法人 日本医学物理学会 新宿区 山吹町358番地5

1319 公益社団法人 日本医学放射線学会 文京区 本郷５丁目１番１６号　VORT本郷7階
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1320 公益社団法人
日本医業経営コンサルタント協
会

千代田区 三番町９番地１５　ホスピタルプラザビル5階

1321 公益財団法人 日本いけばな芸術協会 千代田区 永田町２丁目14番2号　山王グランドビル415区

1322 公益社団法人 日本医師会 文京区 本駒込２丁目２８番１６号

1323 公益社団法人 日本イスラエル親善協会 国立市 谷保６０４６番地の２　ＪＣＥビル4階

1324 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 港区 三田３丁目５番２７号　住友不動産三田ツインビル西館

1325 公益社団法人 日本一輪車協会 江東区 門前仲町１丁目１０番１号　カンパニーハウス2Ｆ

1326 公益財団法人 日本医療機能評価機構 千代田区 三崎町１丁目４番１７号　東洋ビル

1327 公益社団法人 日本医療社会福祉協会 新宿区 住吉町八丁目２０番　四谷ヂンゴビル201号

1328 公益財団法人 日本医療総合研究所 台東区 入谷１丁目9番5号

1329 公益財団法人 日本医療保険事務協会 千代田区 内神田2丁目5番3号　児谷ビル

1330 公益社団法人 日本印刷技術協会 杉並区 和田１丁目２９番１１号

1331 公益社団法人
日本インダストリアルデザイ
ナー協会

港区 六本木５丁目１７番１号

1332 公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会 新宿区 西新宿３丁目７番１号　新宿パークタワー7階

1333 公益社団法人
日本・インドネシア経済協力事
業協会

千代田区 麹町２丁目１２番１号　ＶＯＲＴ半蔵門６階

1334 公益社団法人 日本ウエイトリフティング協会 新宿区
霞ヶ丘町４番２号ＪａｐａｎＳｐｏｒｔＯｌｙｍｐｉｃＳｑｕａｒ
ｅ

1335 公益財団法人 日本宇宙少年団 千代田区 神田錦町３丁目２１番地　チヨダプラットフォームスクウェア1008

1336 公益社団法人 日本エアロビック連盟 品川区 東大井５丁目７番１０号　クレストワン3F

1337 公益財団法人 日本英語検定協会 新宿区 横寺町５５番地

1338 公益社団法人 日本栄養士会 港区 新橋５丁目１３番５号

1339 公益社団法人 日本栄養・食糧学会 豊島区 池袋３丁目６０番５号　フェイヴァーフィールド池袋203号

1340 公益財団法人 日本AED財団 千代田区 内神田２丁目７－１３

1341 公益社団法人 日本易学連合会 新宿区 新宿１丁目３１番１８号　ダイアパレス新宿一丁目316号

1342 公益社団法人 日本エクステリア建設業協会 台東区 柳橋1丁目５番２号　ツネフジビルディング5階

1343 公益財団法人 日本エステティック研究財団 港区 西新橋１丁目23番10号

1344 公益社団法人 日本煙火協会 中央区 日本橋人形町２丁目４番９号　人形町双葉ビル７Ｆ

1345 公益社団法人 日本演劇協会 中央区 築地４丁目１番１号

1346 公益社団法人 日本演劇興行協会 中央区 銀座１丁目２７番８号　セントラルビルディング内

1347 公益社団法人 日本演奏連盟 港区 新橋３丁目１番１０号　石井ビル６F

1348 公益社団法人 日本オーケストラ連盟 墨田区 錦糸１丁目２番１号　アルカセントラル棟７階

1349 公益社団法人 日本オストミー協会 葛飾区 東新小岩１丁目１番地１号の９０１　 トラスト新小岩
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1350 公益財団法人 日本オペラ振興会 渋谷区 神宮前４丁目３番１５－３１７号

1351 公益社団法人
日本オペレーションズ・リサー
チ学会

千代田区 岩本町１丁目１３番５号　サン・チカビル内

1352 公益社団法人 日本おもと協会 墨田区 両国３丁目１８番１号　市川ビル201号

1353 公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 渋谷区 神南１丁目１番１号

1354 公益財団法人 日本オリンピック委員会 新宿区 霞ヶ丘町４番２号　Japan Sport Olympic Square

1355 公益財団法人 日本音楽教育文化振興会 文京区 本郷４丁目１５番９号

1356 公益社団法人 日本カーリング協会 渋谷区 神南１丁目１-１

1357 公益社団法人 日本外国特派員協会 千代田区 丸の内３丁目２番３号丸の内二重橋ビル５階

1358 公益社団法人 日本介護福祉士会 文京区 後楽１丁目１番１３号　小野水道橋ビル５階

1359 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会 文京区 本郷三丁目3番10号

1360 公益財団法人 日本海事科学振興財団 品川区 東八潮3番1号

1361 公益財団法人 日本海事広報協会 中央区 湊２丁目１２番６号　湊SYビル

1362 公益財団法人 日本海事センター 千代田区 麹町４丁目５番地　海事センタービル

1363 公益社団法人 日本海難防止協会 港区 虎ノ門１丁目１番３号　磯村ビル

1364 公益財団法人 日本海法会 千代田区 麹町４丁目５番地　海事センタービル

1365 公益財団法人 日本海洋科学振興財団 千代田区 神保町三丁目4番地29

1366 公益社団法人 日本海洋少年団連盟 千代田区 麹町4-5

1367 公益社団法人 日本化学会 千代田区 神田駿河台１丁目５番地

1368 公益財団法人 日本科学技術振興財団 千代田区 北の丸公園２番１号

1369 公益財団法人 日本科学協会 港区 赤坂１丁目２番２号　日本財団ビル５Ｆ

1370 公益社団法人 日本化学療法学会 文京区 本郷３丁目２８番８号

1371 公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会 港区 芝５丁目２９番２２号

1372 公益財団法人 日本学術協力財団 港区 赤坂四丁目9番3号

1373 公益財団法人 日本学生航空連盟 港区 新橋１丁目１８番２号　明宏ビル本館５Ｆ

1374 公益財団法人 日本学生野球協会 渋谷区 渋谷２丁目２２番８号

1375 公益社団法人 日本学生陸上競技連合 渋谷区 代々木１丁目５８番１１号　中沢ビル２F

1376 公益社団法人 日本火災学会 文京区 弥生２丁目４番１６号　（学会センタービル内）

1377 公益社団法人 日本ガスタービン学会 新宿区 西新宿７丁目５番１３号　第3工新ビル・402号室

1378 公益社団法人 日本河川協会 千代田区 麹町２丁目６番地５　麹町Ｅ・Ｃ・Ｋビル３Ｆ

1379 公益社団法人 日本滑空協会 港区 新橋１丁目１８番１号　航空会館内
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1380 公益財団法人 日本学校体育研究連合会 渋谷区 代々木神園町3番1号　国立オリンピック記念青少年総合センター内

1381 公益財団法人 日本学校保健会 港区 虎ノ門２丁目３番１７号

1382 公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 中央区 日本橋小伝馬町１７番１２号

1383 公益社団法人 日本カヌー連盟 新宿区 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square5階505

1384 公益社団法人 日本空手協会 文京区 後楽２丁目２３番１５号

1385 公益社団法人 日本眼科医会 港区 芝２丁目２番１４号

1386 公益財団法人 日本眼科学会 千代田区 猿楽町２丁目4番11-402号

1387 公益社団法人 日本眼科手術学会 文京区 本郷2-25-1　ムトウビル701

1388 公益社団法人 日本環境技術協会 千代田区 九段南４丁目８番３０号　アルス市ヶ谷201

1389 公益財団法人 日本環境教育機構 港区 南青山5丁目12番6号　青山第2和田ビル７階

1390 公益社団法人 日本環境教育フォーラム 荒川区 西日暮里5-38-5　日能研ﾋﾞﾙ1階

1391 公益財団法人 日本環境協会 千代田区 岩本町1-10-5TMMビル5階

1392 公益財団法人 日本環境整備教育センター 墨田区 菊川２丁目２３番３号

1393 公益社団法人 日本観光振興協会 港区 虎ノ門３丁目１番１号　虎ノ門三丁目ビルディング6階

1394 公益社団法人 日本看護科学学会 文京区 本郷３丁目３７番３号

1395 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会 新宿区 市谷仲之町３番２号

1396 公益社団法人 日本看護協会 渋谷区 神宮前５丁目８番２号

1397 公益社団法人 日本監査役協会 千代田区 丸の内１丁目９番１号　丸の内中央ビル13階

1398 公益財団法人 日本関税協会 千代田区 神田駿河台３丁目４番２号

1399 公益財団法人 日本感染症医薬品協会 品川区 上大崎２丁目２０番８号

1400 公益社団法人
日本缶詰びん詰レトルト食品協
会

千代田区 神田東松下町１０番地２

1401 公益財団法人 日本棋院 千代田区 五番町７番地２

1402 公益社団法人 日本義肢装具士協会 文京区 本郷五丁目３２番７号

1403 公益社団法人 日本奇術協会 新宿区 百人町１丁目２０番３－４０２号

1404 公益社団法人 日本技術士会 港区 芝公園３－５－８

1405 公益社団法人 日本気象学会 千代田区 大手町１丁目３番４号　気象庁内

1406 公益社団法人 日本ギター連盟 港区 新橋６丁目１４番４号　和田ビル5階

1407 公益社団法人 日本キャンプ協会 渋谷区 代々木神園町３番１号

1408 公益社団法人 日本給食サービス協会 千代田区 神田須田町1丁目２４番３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ神田須田町8Ｆ

1409 公益社団法人 日本教育会 文京区 湯島１丁目５番２８号
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1410 公益財団法人 日本教育科学研究所 中央区 築地１丁目１２番２２号コンワビル５Ｆ

1411 公益財団法人 日本教育公務員弘済会 渋谷区 千駄ヶ谷５丁目４番６号

1412 公益財団法人 日本教育文化財団 千代田区 霞が関三丁目２番５号３００８号室

1413 公益財団法人 日本教材文化研究財団 新宿区 払方町１４番地１

1414 公益社団法人 日本矯正歯科学会 豊島区
駒込１丁目４３番９号　駒込ＴＳビル　一般財団法人口腔保健協会
内

1415 公益財団法人 日本共同証券財団 中央区 日本橋３丁目１２番２号　朝日ビル

1416 公益財団法人 日本極地研究振興会 立川市 柴崎町２丁目５番２号　503

1417 公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会 新宿区 西早稲田2丁目3番18号

1418 公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会 新宿区 百人町２丁目２３番５号

1419 公益財団法人 日本キリスト教文化協会 中央区 銀座４丁目５番１号　教文館ビル７階

1420 公益財団法人 日本吟剣詩舞振興会 港区 虎ノ門３丁目4番10号

1421 公益社団法人 日本近代五種協会 新宿区 霞ヶ丘町4-2 ＪａｐａｎＳportOlympicSquare

1422 公益財団法人 日本近代文学館 目黒区 駒場４丁目３番５５号

1423 公益社団法人 日本空気清浄協会 中央区 日本橋浜町２丁目７番５号

1424 公益社団法人 日本グライダークラブ 港区 新橋１丁目１８番１号　航空会館９F

1425 公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 新宿区 霞ヶ丘町４番２号

1426 公益社団法人
日本グラフィックデザイナー協
会

港区 赤坂９丁目７番地１号　ミッドタウン・タワー5階

1427 公益社団法人 日本クラフトデザイン協会 渋谷区 千駄ヶ谷4-5-15　ｽﾄｰｸﾒｲｼﾞｭ408号室

1428 公益財団法人
日本クレジットカウンセリング
協会

新宿区 新宿１丁目１５番９号　さわだビル

1429 公益財団法人
日本グローバル・インフラスト
ラクチャー研究財団

港区 虎ノ門５丁目3番20号　仙石山アネックス内

1430 公益社団法人 日本経営工学会 新宿区 山吹町３５８番地５

1431 公益社団法人 日本経済研究センター 千代田区 大手町１丁目３番７号

1432 公益社団法人 日本警察犬協会 台東区 東上野４丁目１３番７号

1433 公益社団法人 日本軽種馬協会 港区 新橋４丁目５番４号

1434 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会 新宿区 西新宿３丁目２０番２号

1435 公益財団法人 日本ゲートボール連合 新宿区 霞ヶ丘町4-2JAPAN　SPORT　OLYMPIC　SQUARE　508

1436 公益財団法人 日本ゲーム文化振興財団 渋谷区 渋谷３丁目６番３号渋谷３６３清水ビル９階

1437 公益社団法人 日本劇団協議会 新宿区 西新宿６丁目１２番３０号

1438 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 千代田区 岩本町２丁目５番１１号  岩本町T・I　ビル４F

1439 公益社団法人 日本下水道協会 千代田区 内神田２丁目１０番１２号　内神田すいすいビル
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1440 公益財団法人 日本下水道新技術機構 新宿区 水道町３番１号　水道町ビル

1441 公益財団法人 日本検疫衛生協会 中央区 八重洲１丁目７番２０号　八重洲口会館３階

1442 公益財団法人 日本健康アカデミー 八王子市 石川町２９７４番地２３　コスモビル2F

1443 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 新宿区 市谷砂土原町２丁目７番地２７

1444 公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 台東区 浅草橋４丁目9番11号

1445 公益財団法人 日本建設情報技術センター 新宿区 四谷1丁目4番地

1446 公益社団法人 日本けん玉協会 千代田区 神田神保町１丁目２９番地４

1447 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター 千代田区 大手町１丁目6番1号

1448 公益社団法人 日本建築家協会 渋谷区 神宮前２丁目３番１８号

1449 公益社団法人 日本建築士会連合会 港区 芝５丁目２６番２０号　建築会館５F

1450 公益社団法人 日本建築積算協会 港区 芝３丁目１６番１２号

1451 公益社団法人 日本顕微鏡学会 新宿区 新小川町４番２１号　光風ﾋﾞﾙ401

1452 公益社団法人 日本犬保存会 千代田区 神田駿河台２丁目１１番地１号

1453 公益社団法人 日本航海学会 江東区 越中島２丁目１番６号　東京海洋大学内

1454 公益社団法人 日本工学アカデミー 千代田区 神田猿楽町二丁目7番3号

1455 公益社団法人 日本工学会 港区 赤坂９丁目６－４１乃木坂ビル３階

1456 公益社団法人 日本工学教育協会 港区 芝５丁目２６番２０号　建築会館4階

1457 公益社団法人 日本工業英語協会 港区 芝公園３－１－２２

1458 公益財団法人 日本交響楽振興財団 千代田区 内神田３丁目９番３号

1459 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 港区 芝４丁目３番５号　ファースト岡田ビル8Ｆ

1460 公益社団法人 日本航空技術協会 大田区 羽田空港１丁目６番６号　第一綜合ビル4階

1461 公益社団法人 日本航空機操縦士協会 港区 新橋５丁目３４番３号　栄進開発ビル2階

1462 公益社団法人 日本口腔外科学会 港区 高輪２丁目２０番２６号　セブンスターマンション高輪内

1463 公益社団法人 日本工芸会 台東区 上野公園１３番９号　東京国立博物館構内

1464 公益社団法人 日本広告写真家協会 港区 白金台３丁目１５番１号　白金台シティハウス２F

1465 公益社団法人 日本広告審査機構 中央区 銀座２丁目１６番７号　恒産第１ビル

1466 公益社団法人 日本広告制作協会 中央区 銀座１丁目１４番７号

1467 公益財団法人 日本公衆電話会 新宿区 西新宿１丁目１３番１２号

1468 公益財団法人 日本厚生文化振興財団 港区 赤坂３丁目２番２号　日総第24ビル６Ｆ

1469 公益社団法人 日本小唄連盟 中央区 日本橋堀留町２丁目３番３号　グランドメゾン日本橋堀留９０３号
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1470 公益財団法人 日本交通管理技術協会 新宿区 市谷田町２丁目６番　エアマンズビル市ヶ谷

1471 公益社団法人 日本交通計画協会 文京区 本郷３丁目23番1号

1472 公益財団法人 日本交通公社 港区 南青山２丁目７番２９号

1473 公益社団法人 日本交通政策研究会 千代田区 九段北１丁目１２番６号　守住ビル

1474 公益財団法人 日本交通文化協会 千代田区 有楽町１丁目１番３号　東京宝塚ビル

1475 公益社団法人 日本弘道会 千代田区 西神田３丁目１番６号　日本弘道会ビル8階

1476 公益財団法人 日本高等教育評価機構 千代田区 九段北４丁目２番１１号

1477 公益財団法人 日本合板検査会 港区 西新橋３丁目１３番３号　（西新橋ビル）

1478 公益社団法人 日本広報協会 新宿区 新宿１丁目１５番９号

1479 公益社団法人 日本紅卍字会 新宿区 上落合2-13-21

1480 公益社団法人 日本港湾協会 港区 赤坂３丁目３番５号　住友生命山王ビル8Ｆ

1481 公益財団法人 日本小型貫流ボイラー協会 千代田区 神田須田町２丁目９番地

1482 公益財団法人 日本股関節研究振興財団 世田谷区 上馬１丁目１３番１１号

1483 公益財団法人 日本呼吸器財団 文京区 湯島2丁目４番３号

1484 公益社団法人 日本語教育学会 千代田区 西神田２丁目４番１号　財団法人東方学会新館内

1485 公益財団法人 日本国際医学協会 世田谷区 上馬１丁目１５番３号　3Ｆ

1486 公益財団法人 日本国際教育支援協会 目黒区 駒場４丁目５番２９号

1487 公益財団法人 日本国際協力財団 千代田区 三番町５番１０-１４０１

1488 公益財団法人 日本国際交流センター 港区 赤坂一丁目1番12号明産溜池ビル7F

1489 公益社団法人 日本国際生活体験協会 文京区 小石川２丁目５番１２号

1490 公益財団法人 日本国際フォーラム 港区 赤坂２丁目17番12号チュリス赤坂1301

1491 公益財団法人 日本国際問題研究所 千代田区 霞が関３丁目８番１号

1492 公益財団法人 日本国際連合協会 中央区 京橋3丁目１２番４号

1493 公益財団法人 日本国防協会 新宿区 市谷砂土原町３丁目１番３号

1494 公益財団法人 日本骨髄バンク 千代田区 神田錦町３丁目１９番地

1495 公益財団法人 日本ゴルフ協会 中央区 京橋一丁目１２番５号　京橋ＹＳビル２階

1496 公益社団法人 日本コンクリート工学会 千代田区 麹町１丁目７番地　相互半蔵門ビル12階

1497 公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 新宿区 四谷１丁目１３番地　虎ノ門実業会館四谷ビル

1498 公益社団法人 日本サードセクター経営者協会 大田区 大森北2丁目３番１５号

1499 公益財団法人 日本サイクリング協会 新宿区 信濃町３４番地
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1500 公益社団法人 日本サインデザイン協会 千代田区 神田和泉町2-9　富士セルビル３Ｆ

1501 公益社団法人 日本サウナ・スパ協会 千代田区 九段南４丁目８番３０号　アルス市ヶ谷９０７号

1502 公益社団法人 日本作業環境測定協会 港区 芝４丁目４番５号

1503 公益財団法人 日本さくらの会 千代田区 永田町二丁目１７番５号

1504 公益財団法人 日本サッカー協会 文京区 本郷３丁目１０番１５号

1505 公益社団法人 日本作曲家協会 港区 六本木３丁目４番７号

1506 公益社団法人 日本山岳会 千代田区 四番町５番４

1507 公益社団法人 日本山岳ガイド協会 新宿区 四谷山栄町6-9　丸藤ビル２０１号

1508 公益社団法人
日本山岳・スポーツクライミン
グ協会

新宿区 霞ヶ丘町4番2号

1509 公益社団法人 日本産科婦人科学会 中央区 京橋３丁目６番１８号　東京建物京橋ビル

1510 公益社団法人 日本産業衛生学会 新宿区 新宿１丁目２９番８号

1511 公益社団法人 日本産業退職者協会 千代田区 神田佐久間河岸５１号

1512 公益財団法人
日本産業廃棄物処理振興セン
ター

千代田区 二番町３番地　麹町スクエア７Ｆ

1513 公益社団法人 日本三曲協会 港区  赤坂２丁目１５番１２号の４０３

1514 公益社団法人 日本産婦人科医会 新宿区 市谷八幡町１４番地　市ヶ谷中央ビル

1515 公益社団法人
日本シェアリングネイチャー協
会

新宿区 四谷４丁目１３番１７号

1516 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 文京区 本郷三丁目３７番１５号プロムナード深瀬２階

1517 公益社団法人 日本歯科医師会 千代田区 九段北４丁目１番２０号

1518 公益社団法人 日本歯科衛生士会 新宿区 大久保２丁目１１番１９号

1519 公益社団法人 日本歯科技工士会 新宿区 市谷左内町２１番地の５

1520 公益社団法人 日本歯科先端技術研究所 港区 芝１丁目８番２５号

1521 公益社団法人 日本磁気学会 千代田区 神田駿河台1丁目8番11

1522 公益社団法人 日本地震学会 文京区 本郷６丁目２６番地１２号　東京ＲＳビル

1523 公益社団法人 日本地震工学会 港区 芝５丁目２６番２０号

1524 公益社団法人 日本地すべり学会 港区 新橋５丁目２６番８号　新橋加藤ビル

1525 公益財団法人 日本自然保護協会 中央区 新川１丁目１６番１０号　ミトヨビル2F

1526 公益社団法人 日本実験動物学会 文京区 本郷６丁目２６番１２号　東京ＲＳビル3Ｆ

1527 公益社団法人 日本実験動物協会 千代田区 神田神保町３丁目２番地５　九段ロイヤルビル５０２号室

1528 公益社団法人 日本七宝作家協会 新宿区 百人町１丁目１９番13号　浅川ビル6FA

1529 公益財団法人 日本失明予防協会 文京区 湯島4-2-3湯島Sビル
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1530 公益財団法人 日本自転車競技連盟 品川区 上大崎３丁目３番１号　自転車総合ビル5階

1531 公益財団法人 日本自動車教育振興財団 港区 芝大門１丁目１番３０号

1532 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 新宿区 四谷３丁目２番５　全日本トラック総合会館

1533 公益社団法人 日本児童青少年演劇協会 千代田区 六番町１３番地４　浅松ビル

1534 公益社団法人 日本視能訓練士協会 千代田区 鍛冶町１丁目８番５号新神田ビル２階

1535 公益社団法人 日本ジャーナリスト協会 渋谷区 道玄坂1丁目２２番７号　道玄坂ピア5Ｆ

1536 公益財団法人 日本社会福祉弘済会 江東区 亀戸一丁目３２番８号

1537 公益社団法人 日本社会福祉士会 新宿区 四谷１丁目１３番地　カタオカビル

1538 公益社団法人 日本写真家協会 千代田区 一番町２５番地　JCⅡビル303

1539 公益社団法人 日本写真協会 千代田区 一番町２５番地　JCⅡビル

1540 公益社団法人 日本獣医学会 文京区 本郷６丁目２６番１２号　東京RSビル

1541 公益社団法人 日本獣医師会 港区 南青山１丁目１番１号

1542 公益財団法人 日本修学旅行協会 中央区 日本橋馬喰町１丁目1番2号

1543 公益財団法人 日本宗教連盟 港区
芝公園４丁目７番４号、明照会館内公益財団法人全日本仏教会事務
総局内

1544 公益財団法人 日本習字学会 台東区 東上野４丁目１３番１０号

1545 公益社団法人 日本重症心身障害福祉協会 豊島区 南大塚３丁目４３番１１号

1546 公益財団法人 日本住宅総合センター 千代田区 二番町６番地３　二番町三協ビル

1547 公益財団法人 日本住宅・木材技術センター 江東区 新砂３丁目4番2号

1548 公益社団法人 日本柔道整復師会 台東区 上野公園１６番９号

1549 公益社団法人 日本ジュエリーデザイナー協会 中央区 八丁堀４丁目１１番７号　アライビルディング８階

1550 公益財団法人 日本手芸普及協会 中野区 弥生町五丁目6番11号

1551 公益財団法人 日本手工芸作家連合会 千代田区 神田小川町３丁目6番地10　ＭＯビル407号室

1552 公益財団法人 日本殉職船員顕彰会 千代田区 麹町４丁目５番　海事センタービル

1553 公益社団法人 日本女医会 渋谷区 渋谷１丁目３番地１９号ﾛﾜﾚｰﾙ２０２

1554 公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会 中央区 日本橋蛎殻町２丁目１３番６号　常和水天宮ビル3階

1555 公益財団法人
日本障害者リハビリテーション
協会

新宿区 戸山１丁目２２番１号

1556 公益財団法人 日本城郭協会 品川区 西五反田八丁目２番１０－３０２号

1557 公益社団法人 日本将棋連盟 渋谷区 千駄ヶ谷２丁目３９番９号　将棋会館

1558 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 中央区 日本橋兜町２番１号

1559 公益財団法人 日本証券経済研究所 中央区 日本橋茅場町１丁目５番８号　東京証券会館3階
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1560 公益財団法人 日本証券奨学財団 中央区 日本橋茅場町一丁目5番8号

1561 公益財団法人 日本醸造協会 北区 滝野川２丁目６番３０号

1562 公益社団法人 日本小児科医会 新宿区 西新宿５丁目２５番

1563 公益社団法人 日本小児科学会 文京区 後楽１丁目１番５号　第一馬上ビル４F

1564 公益社団法人 日本小児歯科学会 豊島区 駒込一丁目４３番９号

1565 公益社団法人 日本小児保健協会 千代田区 神田東松下町１２番地１トナカイ神田タワー９階

1566 公益社団法人
日本消費生活アドバイザー・コンサ
ルタント・相談員協会

渋谷区 渋谷１丁目１７番１４号　全国婦人会館・ちふれ化粧品共同ビル2Ｆ

1567 公益社団法人 日本照明家協会 新宿区 西新宿６丁目１２番３０号　芸能花伝舎3階

1568 公益社団法人 日本食肉格付協会 千代田区 神田淡路町２丁目１番２号

1569 公益社団法人 日本食肉協議会 千代田区 神田錦町１丁目１２番地３

1570 公益社団法人 日本食肉市場卸売協会 千代田区 神田小川町３丁目６番８号

1571 公益財団法人 日本食肉消費総合センター 港区 赤坂６丁目１３番１６号

1572 公益財団法人 日本食肉生産技術開発センター 港区 赤坂６丁目１３番１６号　（アジミックビル）

1573 公益社団法人 日本食品衛生学会 渋谷区 神宮前２丁目６番１号　食品衛生センター内

1574 公益社団法人 日本食品衛生協会 渋谷区 神宮前２丁目６番１号

1575 公益財団法人 日本食品油脂検査協会 中央区 日本橋浜町３丁目２７番８号

1576 公益社団法人 日本植物園協会 北区 田端１丁目１５番１１号　ティーハイムアサカ201

1577 公益社団法人 日本植物学会 文京区 本郷２丁目２７番２号エスペランサⅤ　２階

1578 公益財団法人 日本植物調節剤研究協会 台東区 台東１丁目２６番６号

1579 公益社団法人 日本書作家協会 中央区 京橋２丁目６番６号　藤木ビル5階

1580 公益社団法人 日本助産師会 台東区 鳥越２丁目１２番２号

1581 公益社団法人 日本女子体育連盟 渋谷区 代々木神園町三丁目１番地　オリンピック記念青少年総合センター

1582 公益社団法人 日本女子プロ将棋協会 港区 芝２丁目２４番１号　指田ビル2Ｆ

1583 公益財団法人 日本女性学習財団 港区 芝公園２丁目６番８号

1584 公益財団法人 日本書道教育学会 千代田区 西神田２丁目２番３号

1585 公益財団法人 日本書道美術館 板橋区 常盤台１丁目３番１号

1586 公益財団法人 日本シルバーボランティアズ 千代田区 岩本町２丁目２番１６号

1587 公益社団法人 日本しろあり対策協会 新宿区 新宿１丁目１２番１２号　オスカカテリーナ4階

1588 公益社団法人 日本鍼灸師会 豊島区 西巣鴨２－１－１９　双葉ビル２階

1589 公益社団法人 日本新工芸家連盟 北区 田端３丁目１３番２号　谷中田美術第２ビル４F
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1590 公益財団法人 日本人事試験研究センター 新宿区 片町４番３号

1591 公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会 府中市 朝日町3丁目16番地の１

1592 公益財団法人 日本心臓財団 新宿区 西新宿２丁目７番１号

1593 公益財団法人 日本腎臓財団 千代田区 九段南三丁目２番７号いちご九段三丁目ビル５階

1594 公益社団法人 日本新体操連盟 港区 西麻布３丁目２２番地９号

1595 公益社団法人 日本新聞販売協会 中央区 銀座１丁目２４番１号銀一パークビル６階

1596 公益社団法人 日本心理学会 文京区 本郷5-23-13　田村ビル内

1597 公益社団法人 日本診療放射線技師会 港区 浜松町２丁目４番１号　世界貿易センタービル３１階

1598 公益財団法人 日本心霊科学協会 新宿区 上落合１丁目１２番１２号

1599 公益財団法人 日本進路指導協会 千代田区 神田錦町１丁目８番地１

1600 公益財団法人 日本水泳連盟 新宿区 霞ケ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

1601 公益社団法人 日本水彩画会 台東区 東上野４－６－７　シティコープ上野広徳

1602 公益社団法人 日本水産資源保護協会 中央区 明石町１番１号　東和明石ビル

1603 公益社団法人 日本推進技術協会 江東区 富岡２丁目１１番１８号 西村ビル3F

1604 公益社団法人 日本吹奏楽指導者協会 千代田区 九段北４丁目２番４号　千修ビル内

1605 公益財団法人 日本膵臓病研究財団 中野区 中央５丁目３８番１３号

1606 公益社団法人 日本水道協会 千代田区 九段南４丁目８番９号

1607 公益社団法人 日本水難救済会 千代田区 麹町４丁目５番地　海事ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ7階

1608 公益社団法人 日本炊飯協会 豊島区 南池袋２丁目３１番５号

1609 公益社団法人 日本数学教育学会 豊島区 目白４丁目２３番１５号

1610 公益財団法人 日本数学検定協会 台東区 上野５丁目1番1号

1611 公益社団法人 日本スカッシュ協会 新宿区 霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square

1612 公益財団法人 日本スケート連盟 新宿区 霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square

1613 公益社団法人
日本ストリートダンス教育研究
所

港区 赤坂7-10-8　赤坂江戸清ﾋﾞﾙ2F

1614 公益財団法人 日本スペイン協会 港区 芝４丁目５番１８号

1615 公益財団法人 日本スポーツ医学財団 渋谷区 広尾1丁目１番39号　恵比寿プライムスクエアタワー3階

1616 公益財団法人 日本スポーツ協会 新宿区 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

1617 公益財団法人 日本スポーツクラブ協会 渋谷区 代々木３丁目１番１０号　代々木中央ビル102

1618 公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構 新宿区 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階 905

1619 公益財団法人 日本相撲協会 墨田区 横網１丁目３番２８号
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1620 公益財団法人 日本相撲連盟 新宿区 百人町１丁目15番20号

1621 公益社団法人 日本生化学会 文京区 本郷５丁目２５番１６号　石川ビル内

1622 公益社団法人 日本整形外科学会 文京区 本郷２丁目４０番８号　THビル3F

1623 公益財団法人 日本生産性本部 千代田区 平河町２丁目１３番１２号

1624 公益財団法人 日本青少年文化センター 千代田区 猿楽町２丁目1番8号

1625 公益財団法人 日本精神衛生会 新宿区 弁天町９１番地

1626 公益社団法人 日本精神科病院協会 港区 芝浦三丁目１５番１４号

1627 公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 渋谷区 代々木１丁目３８番２号

1628 公益社団法人 日本精神神経学会 文京区 本郷２丁目３８番４号　本郷弓町ビル

1629 公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 新宿区 大京町２３番地３　四谷オーキッドビル7階701号

1630 公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 港区 芝浦３丁目１５番１４号

1631 公益社団法人 日本生体医工学会 文京区 大塚５丁目３番１３号　小石川アーバン４Ｆ

1632 公益財団法人 日本生態系協会 豊島区 西池袋２丁目３０番２０号　音羽ビル

1633 公益財団法人 日本税務研究センター 品川区 大崎１丁目１１番８号

1634 公益財団法人 日本セーリング連盟 新宿区 霞ヶ丘町4番2号

1635 公益社団法人 日本設計工学会 新宿区 百人町２丁目２２番１７号セラミックスビル4階

1636 公益社団法人 日本雪氷学会 新宿区 山吹町３５８番地の５　アカデミーセンター

1637 公益財団法人 日本繊維検査協会 中央区 日本橋富沢町８番１０号　綿商会館2階

1638 公益財団法人 日本船員雇用促進センター 中央区 湊1丁目6番11号　八丁堀エスワンビル

1639 公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団 港区 六本木七丁目15番26号　海員ビル

1640 公益社団法人 日本洗浄技能開発協会 千代田区 神田須田町２丁目２５番地７

1641 公益社団法人 日本全職業調理士協会 新宿区 西早稲田２丁目５番１３号

1642 公益社団法人 日本船舶海洋工学会 港区 芝大門２丁目１２番９号　浜松町矢崎ホワイトビル

1643 公益社団法人 日本専門新聞協会 港区 虎ノ門１丁目２番１２号

1644 公益社団法人 日本造園学会 渋谷区 神南１丁目２０番１１号　造園会館６F

1645 公益社団法人 日本騒音制御工学会 千代田区 麹町３丁目１２番地６　麹町グリーンビル

1646 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 港区 海岸３丁目２６番1号　バーク芝浦12階

1647 公益社団法人 日本測量協会 文京区 白山1丁目３３番１８号

1648 公益財団法人 日本測量調査技術協会 新宿区 高田馬場４丁目４０番１１号　看山ビル

1649 公益社団法人 日本租税研究協会 千代田区 丸の内３丁目３番１号
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1650 公益社団法人 日本速記協会 豊島区 高田三丁目10番11号　KGﾋﾞﾙ4階

1651 公益財団法人 日本ソフトテニス連盟 品川区 大井1-16-2-201

1652 公益財団法人 日本ソフトボール協会 渋谷区 神南１丁目１番１号　岸記念体育会館内

1653 公益社団法人 日本ダーツ協会 足立区 本木南町１９番１２号

1654 公益社団法人 日本タートル協会 中野区 中央１丁目４３番１５号  ＶＩＰ中野坂上６０６号

1655 公益財団法人 日本体育協会 渋谷区 神南１丁目１番１号　岸記念体育会館内

1656 公益財団法人 日本体育施設協会 豊島区 巣鴨2丁目7番14号　巣鴨スポーツセンター別館3階

1657 公益財団法人 日本対がん協会 中央区 銀座７丁目１６番１２号　Ｇ-７ビルディング内

1658 公益財団法人 日本タイ協会 千代田区 神田神保町１丁目１５番地　内山ビル4階

1659 公益財団法人 日本体操協会 新宿区 霞ヶ丘町４番２号

1660 公益財団法人 日本台湾交流協会 港区 六本木３丁目１６番３３号　青葉六本木ビル７階

1661 公益財団法人 日本ダウン症協会 豊島区 南大塚３丁目４３番１号1

1662 公益財団法人 日本卓球協会 新宿区 霞ヶ丘町４番２号 Japan Sport Olympic Square

1663 公益社団法人 日本ダンス議会 中央区 八丁堀２丁目２２番６号　高野ﾋﾞﾙ4階

1664 公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 江東区 有明３丁目４番２号　有明センタービル1階

1665 公益社団法人 日本チアリーディング協会 新宿区 霞ヶ丘町４番２号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQURE

1666 公益社団法人 日本地下水学会 中央区 築地２丁目１５番１５号セントラル東銀座１００８

1667 公益社団法人 日本地球惑星科学連合 文京区 弥生２丁目４番１６号　学会センタービル4階

1668 公益社団法人 日本畜産学会 台東区 池之端2丁目９番４号　永谷コーポラス２０１号

1669 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 港区 浜松町２丁目７番１９号

1670 公益社団法人 日本茶業中央会 港区 東新橋２丁目８番５号

1671 公益財団法人 日本チャリティ協会 新宿区 四谷1丁目19番地　中沢ﾋﾞﾙ4階

1672 公益社団法人 日本・中国水墨交流協会 文京区 湯島２丁目２７番２号

1673 公益社団法人 日本中国友好協会 台東区 駒形1丁目5番6号金井ビル

1674 公益社団法人 日本中国料理協会 中央区 日本橋堀留町２丁目８番５号

1675 公益社団法人 日本仲裁人協会 千代田区 霞が関１丁目１番３号

1676 公益社団法人 日本鋳造工学会 港区 芝大門１丁目１０番１号　全国たばこビル4階

1677 公益社団法人 日本超音波医学会 千代田区 神田淡路町二丁目23番地1号

1678 公益社団法人 日本彫刻会 新宿区 高田馬場一丁目２９番１８号　レジョン・ド・諏訪202号室

1679 公益財団法人 日本調停協会連合会 千代田区 隼町４番２号　最高裁判所構内
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1680 公益社団法人 日本聴導犬推進協会 港区 虎ノ門１丁目１番２５号虎ノ門１丁目ビル７０１

1681 公益社団法人 日本調理師会 台東区 蔵前２丁目４番５号　岩金ビル５階

1682 公益財団法人 日本鳥類保護連盟 杉並区 和田３丁目５４番５号　第10田中ビル3階

1683 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 千代田区 大手町二丁目６番１号　朝日生命大手町ビル17階

1684 公益社団法人 日本通信教育振興協会 千代田区 飯田橋１丁目７番１０号

1685 公益社団法人 日本通信販売協会 中央区 日本橋小舟町３番２号　リブラビル２Ｆ

1686 公益社団法人 日本綱引連盟 渋谷区 千駄ヶ谷4丁目29番12号北参道ダイヤモンドパレス204

1687 公益財団法人 日本釣振興会 中央区 八丁堀２丁目２２番８号

1688 公益財団法人 日本適合性認定協会 港区 芝四丁目２番３号ＮＭＦ芝ビル２階

1689 公益財団法人 日本デザイン振興会 港区 赤坂９丁目７番１号　ミッドタウン・タワー5階

1690 公益財団法人 日本デザインナンバー財団 文京区 本郷二丁目１７番８号

1691 公益社団法人 日本鉄筋継手協会 千代田区 平河町１丁目３番１４号　安井平河町ビル

1692 公益社団法人 日本鉄道広告協会 渋谷区 恵比寿南１丁目５番５号　ＪＲ恵比寿ビル１０階

1693 公益財団法人 日本テニス協会 新宿区 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square 7階

1694 公益社団法人 日本テニス事業協会 新宿区 西新宿１丁目８番３号　小田急明治安田生命ビル地下１Ｆ

1695 公益財団法人 日本テニス助成財団 品川区 北品川４丁目７番３５号

1696 公益財団法人 日本テレビ小鳩文化事業団 千代田区 神田錦町三丁目１９番地２１号

1697 公益社団法人 日本てんかん協会 豊島区 南大塚３丁目４３番１１号　福祉財団ビル7Ｆ

1698 公益社団法人 日本電気技術者協会 文京区 後楽１丁目5番3号　後楽国際ビル

1699 公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会 千代田区 東神田2丁目６番９号　アルテビル東神田2　9階

1700 公益社団法人 日本伝統俳句協会 渋谷区 笹塚2丁目18番9号シャンブル笹塚2B101

1701 公益財団法人 日本伝統文化振興財団 千代田区 西神田２丁目４番１号　東方学会新館

1702 公益社団法人 日本伝熱学会 千代田区 内神田１丁目１８番１１号　東京ロイヤルプラザ1101号

1703 公益社団法人 日本天文学会 三鷹市 大沢２丁目２１番１号　国立天文台内

1704 公益財団法人 日本ドイツ歌曲協会 中央区 日本橋人形町２丁目２番３号

1705 公益社団法人 日本陶磁協会 千代田区 神田駿河台２丁目９番地

1706 公益社団法人 日本透析医会 千代田区 神田須田町１丁目１５番地

1707 公益社団法人 日本糖尿病協会 千代田区 麹町２丁目２番４号

1708 公益財団法人 日本糖尿病財団 文京区 本郷３丁目４０番１１号

1709 公益財団法人 日本動物愛護協会 港区 南青山１丁目１５番１５号　乃木坂バークフロント2階
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1710 公益社団法人 日本動物園水族館協会 台東区 台東４丁目２３番１０号　ヴェラハイツ４階

1711 公益社団法人 日本動物学会 文京区 本郷７丁目２番２号　本郷ＭＴビル４Ｆ

1712 公益社団法人 日本動物病院協会 中央区 日本橋本石町３丁目２番７号　常盤ビル7階

1713 公益社団法人 日本動物福祉協会 品川区 東五反田２丁目６番５号　フロインデビル2Ｆ

1714 公益社団法人 日本動物用医薬品協会 中央区 日本橋本町４丁目６番１０号

1715 公益財団法人 日本刀文化振興協会 北区 赤羽南２丁目４番７号　鷹匠ハイツ301号

1716 公益社団法人 日本道路協会 千代田区 霞が関３－３－１　尚友会館

1717 公益財団法人 日本道路交通情報センター 千代田区 飯田橋１丁目5番10号　教販九段ビル8階

1718 公益財団法人 日本特産農作物種苗協会 港区 赤坂２丁目4番1号

1719 公益財団法人 日本特産農産物協会 港区 赤坂１丁目9番13号

1720 公益財団法人 日本篤志献体協会 新宿区 西新宿3丁目3番23号　ファミール西新宿4階404号室

1721 公益社団法人 日本都市計画学会 千代田区 一番町１０番地　一番町ウエストビル6階

1722 公益財団法人 日本都市センター 千代田区 平河町２丁目４番１号

1723 公益社団法人 日本図書館協会 中央区 新川１丁目１１番１４号

1724 公益社団法人 日本トライアスロン連合 渋谷区 渋谷１丁目３番８号

1725 公益財団法人 日本ナショナルトラスト 千代田区 麹町４丁目５番地　海事センタービル

1726 公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 豊島区 西池袋２丁目３０番２０号　音羽ビル

1727 公益財団法人 日本乳業技術協会 千代田区 九段北１丁目14番19号

1728 公益社団法人
日本ニュービジネス協議会連合
会

港区 赤坂１丁目１１番２８号　Ｍ-Ｃｉｔｙ赤坂1丁目ﾋﾞﾙ

1729 公益社団法人 日本人間ドック学会 千代田区 三番町９番地１５　ホスピタルプラザビル１Ｆ

1730 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 新宿区 大京町２３番地３　四谷オーキッドビル８階

1731 公益財団法人
日本ネイリスト検定試験セン
ター

千代田区 永田町２丁目１４番３号　赤坂東急ビル７Ｆ

1732 公益社団法人 日本年金数理人会 港区 芝４丁目１番２３号

1733 公益財団法人 日本農業研究所 千代田区 紀尾井町3番29号

1734 公益社団法人 日本農業法人協会 千代田区 二番町9番地８

1735 公益財団法人 日本脳神経財団 千代田区 九段南３丁目５－６　スマイルビル３階

1736 公益財団法人 日本農林漁業振興会 港区 赤坂１丁目９番１３号

1737 公益社団法人 日本俳優協会 中央区 築地２丁目８番1の５０４号

1738 公益財団法人 日本・パキスタン協会 杉並区 高円寺北２丁目29番14号　伊藤第2ビル202号室

1739 公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 千代田区 三崎町３丁目２番１６号
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1740 公益社団法人 日本橋医師会 中央区 日本橋久松町1番2号　久松町区民館5階

1741 公益社団法人 日本馬事協会 中央区 新川２丁目６番１６号　馬事畜産会館

1742 公益社団法人 日本橋法人会 中央区 日本橋蛎殻町１丁目１０番７号

1743 公益社団法人 日本馬術連盟 中央区 新川２丁目６番１６号

1744 公益社団法人 日本バス協会 千代田区 丸の内３－４－１　新国際ビル9階

1745 公益財団法人 日本バスケットボール協会 文京区 後楽1-7-27　後楽鹿島ﾋﾞﾙ6階

1746 公益財団法人 日本葉たばこ技術開発協会 港区 浜松町2丁目7番1号

1747 公益社団法人 日本パッケージデザイン協会 文京区 本郷３丁目４番３号　ヒルズ884ビル6階

1748 公益社団法人 日本発達障害連盟 北区 中里１丁目９番１０号

1749 公益財団法人 日本発明振興協会 渋谷区 桜丘町４番２２号

1750 公益財団法人 日本バドミントン協会 新宿区 霞ヶ丘町4-2 JapanSportOlympicSquare

1751 公益財団法人 日本花の会 港区 赤坂2丁目3番6号コマツビル

1752 公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会 中央区 銀座１－１９－１６　銀座昭和ビル２階Ｂ室

1753 公益社団法人
日本パブリックリレーションズ
協会

港区 六本木６丁目２番３１号　六本木ヒルズノースタワー５Ｆ

1754 公益財団法人 日本ばら会 世田谷区 奥沢７丁目１９番１４号　ベルハイム九品仏Ａ棟１０３号

1755 公益社団法人
日本バリュー・エンジニアリン
グ協会

世田谷区 駒沢１丁目４番１５号　真井ビル6階

1756 公益社団法人 日本バレエ協会 品川区 西五反田７丁目１７番５号　宮下ビル3階

1757 公益財団法人 日本バレーボール協会 渋谷区 千駄ヶ谷１丁目３０番８号　ダヴィンチ千駄ヶ谷内

1758 公益社団法人
日本ハング・パラグライディン
グ連盟

北区 中里１丁目１－１－３０１

1759 公益社団法人 日本繁殖生物学会 豊島区 巣鴨１丁目２４番１２号

1760 公益財団法人 日本ハンドボール協会 新宿区 霞ヶ丘町４番２号JapanSportOlympicSquare6階

1761 公益財団法人 日本ピアノ教育連盟 千代田区 飯田橋４丁目４番８号　東京中央ビル403

1762 公益社団法人 日本ＰＴＡ全国協議会 港区 赤坂７丁目５番３８号

1763 公益財団法人 日本美術院 台東区 谷中４丁目２番号

1764 公益社団法人 日本美術教育連合 文京区 本郷２丁目３０番１４号　文京ビル２０６号

1765 公益財団法人 日本美術協会 台東区 上野公園１番２号

1766 公益財団法人 日本美術刀剣保存協会 墨田区 横網１－１２－９

1767 公益社団法人 日本皮膚科学会 文京区 本郷４丁目１番４号

1768 公益財団法人
日本ヒューマン・ライツ・
ウォッチ協会

港区 東麻布一丁目９番１６号MTP東麻布ビル５階

1769 公益社団法人 日本美容医療協会 千代田区 平河町２丁目３番４号　ABM平河町ビル3階



公益財団・社団法人一覧 令和元年12月末時点

項番 法人種類 法人名称 主たる事業所住所

1770 公益社団法人 日本表面真空学会 文京区 本郷５丁目２５番１６号　石川ビル５階

1771 公益社団法人 日本ビリヤード協会 新宿区 霞ヶ丘町4-2Japan Sport Olympic Square 704号室

1772 公益財団法人 日本肥糧検定協会 板橋区 宮本町３９番１４号

1773 公益社団法人
日本ファシリティマネジメント
協会

中央区 日本橋浜町２丁目１３番６号　浜町ビル６Ｆ

1774 公益社団法人 日本フィットネス協会 江東区 亀戸1丁目8番7号　飯野ﾋﾞﾙ５階

1775 公益社団法人 日本フィランソロピー協会 千代田区 大手町２丁目２番１号  新大手町ビル２４４

1776 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団 杉並区 梅里１丁目６番１号

1777 公益社団法人 日本フードスペシャリスト協会 豊島区 北大塚２丁目２０番４号

1778 公益財団法人 日本フードバンク連盟 台東区 浅草橋４丁目４番４号　並河ビル２階

1779 公益社団法人 日本プールアメニティ協会 豊島区 東池袋３丁目８番５号　パレ・ドール池袋２０６

1780 公益社団法人 日本フェンシング協会 新宿区 霞ヶ丘町4-2

1781 公益社団法人 日本フォークダンス連盟 渋谷区 代々木神園町3番1号

1782 公益財団法人 日本服飾文化振興財団 港区 赤坂８丁目１番１９号　日本生命赤坂ビル八階

1783 公益社団法人 日本複製権センター 港区 北青山３丁目３番７号　第一青山ビル内

1784 公益社団法人 日本武術太極拳連盟 江戸川区 松江１－９－１５

1785 公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会 千代田区 麹町４丁目７番地

1786 公益社団法人 日本舞台音響家協会 新宿区 高田馬場1丁目29番22号

1787 公益財団法人 日本舞台芸術振興会 目黒区 目黒４丁目２６番４号

1788 公益社団法人 日本仏教保育協会 港区 芝公園４丁目７番４号　明照会館内

1789 公益社団法人 日本不動産学会 千代田区 富士見２丁目７番２号

1790 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 港区 虎ノ門３丁目１１番１５号　ＳＶＡＸＴＴビル９Ｆ

1791 公益社団法人 日本舞踊協会 中央区 勝どき２丁目１８番１号

1792 公益財団法人 日本舞踊振興財団 新宿区 住吉町１０番地８号　片桐ビル301号室

1793 公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会 中央区 八重洲2-10-12　アビタシオンビル9階

1794 公益財団法人 日本フラッグフットボール協会 世田谷区 深沢７丁目１－１日本体育大学内

1795 公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会 港区 高輪４丁目５番６号

1796 公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 千代田区 神田神保町3丁目3番地　SFⅢビル5階

1797 公益社団法人 日本ブルネイ友好協会 港区 海岸１丁目５番２０号

1798 公益社団法人 日本プロゴルフ協会 港区 愛宕１丁目３番４号

1799 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 文京区 本郷３丁目１０番１５号
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1800 公益社団法人 日本プロスキー教師協会 中央区 八丁堀２丁目２番９号　コバキンビル3Ｆ

1801 公益財団法人 日本プロスポーツ協会 千代田区 麹町１丁目３番地２３　麹町一丁目3番地ビル９階

1802 公益社団法人 日本プロテニス協会 港区 高輪４丁目２３番８号　ＺＩＯＮ　ＰＬＡＺＡ　5Ｆ

1803 公益社団法人 日本プロボウリング協会 港区 芝浦１丁目１３番１０号

1804 公益財団法人 日本文学振興会 千代田区 紀尾井町３番２３号

1805 公益財団法人 日本文化藝術財団 新宿区 南元町１３番７

1806 公益財団法人 日本文化興隆財団 渋谷区 千駄ヶ谷４丁目５番１０号

1807 公益社団法人 日本文化財保護協会 中央区 日本橋富沢町10番13号

1808 公益社団法人 日本文藝家協会 千代田区 紀尾井町3番２３号　文藝春秋ビル

1809 公益社団法人 日本分光学会 千代田区 内神田1丁目11番6号　大丸アネックス201号室

1810 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 千代田区 岩本町二丁目1番3号　和光ビル7階

1811 公益社団法人 日本分析化学会 品川区 西五反田１丁目２６番２号　五反田サンハイツ内

1812 公益財団法人 日本ペア碁協会 千代田区 有楽町１丁目1番3号

1813 公益社団法人 日本ペストコントロール協会 千代田区 神田鍛冶町３丁目３番４号

1814 公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟 新宿区 霞ヶ丘町４番２号

1815 公益社団法人 日本べんとう振興協会 中央区 日本橋小伝馬町１５番１５号

1816 公益社団法人 日本保安用品協会 文京区 湯島２丁目３１番１５号　和光湯島ビル5階

1817 公益財団法人 日本防炎協会 中央区 日本橋室町４丁目１番５号

1818 公益財団法人 日本防災通信協会 千代田区 麹町２丁目14番地2　麹町ＮＫビル

1819 公益社団法人 日本放射線腫瘍学会 中央区 京橋1丁目４番１４号　TOKIビル5階

1820 公益財団法人 日本法制学会 千代田区 九段北１丁目１５番２号

1821 公益社団法人 日本包装技術協会 中央区 築地４丁目１番１号　東劇ビル10階

1822 公益財団法人 日本防犯安全振興財団 江東区 森下２丁目５番１２号

1823 公益社団法人 日本防犯設備協会 港区 浜松町１丁目１２番４号　第2長谷川ビル

1824 公益財団法人 日本訪問看護財団 渋谷区 神宮前５丁目８番２号

1825 公益社団法人 日本訪問販売協会 新宿区 四谷４丁目１番地　細井ビル４Ｆ

1826 公益社団法人 日本ボウリング場協会 品川区 南品川２丁目２番１０号　南品川Ｎビル3階

1827 公益財団法人
日本ボーイスカウト東京連盟維
持財団

文京区 本郷１丁目３４番３号　6階

1828 公益社団法人 日本ボート協会 渋谷区 神南１丁目１番１号　岸記念体育会館内

1829 公益財団法人 日本ボールルームダンス連盟 中央区 日本橋浜町２丁目３３番４号　日本ダンス会館



公益財団・社団法人一覧 令和元年12月末時点

項番 法人種類 法人名称 主たる事業所住所

1830 公益社団法人 日本母性衛生学会 江東区 佐賀１丁目１１番11号　東海永代ハイツ406

1831 公益社団法人 日本ホッケー協会 新宿区 霞ヶ丘町4番2号JAPANSPORTOLYMPICSQUARE

1832 公益社団法人
日本ボディビル・フィットネス
連盟

台東区 浅草橋４丁目９番１１号

1833 公益社団法人 日本補綴歯科学会 港区 新橋５丁目13番5号　新橋MCVビル3階

1834 公益社団法人
日本ボブスレー・リュージュ・
スケルトン連盟

新宿区 霞ヶ丘町４番２号

1835 公益社団法人 日本マーケティング協会 港区 六本木３丁目５番２７号　六本木山田ビル９Ｆ

1836 公益社団法人 日本マスターズ陸上競技連合 江東区 亀戸６丁目５８番１５号　富士火災城東ビル７階

1837 公益財団法人 日本豆類協会 港区 赤坂１丁目9番13号

1838 公益社団法人
日本マリンエンジニアリング学
会

港区 芝浦１－１５－１３田嶋ビル

1839 公益社団法人 日本マレーシア協会 千代田区 平河町１丁目１番１号

1840 公益社団法人 日本漫画家協会 新宿区 片町３番１号

1841 公益社団法人 日本水環境学会 江東区 常盤２丁目９番７号　グリーンプラザ深川常盤２０１

1842 公益財団法人 日本民芸館 目黒区 駒場４丁目３番３３号

1843 公益財団法人 日本民謡協会 品川区 南品川六丁目8番20号

1844 公益財団法人 日本無線協会 中央区 晴海３丁目3番3号

1845 公益社団法人 日本メディカル給食協会 千代田区 鍛冶町１丁目６番１７号

1846 公益財団法人 日本メンデル協会 文京区 本郷２丁目２７番２号

1847 公益社団法人 日本毛髪科学協会 新宿区 新宿１丁目１６番１６号

1848 公益社団法人 日本網膜色素変性症協会 品川区 南大井２丁目７番９号　ｱﾐｭｰｽﾞKﾋﾞﾙ4階

1849 公益社団法人 日本モーターボート選手会 港区 虎ノ門1丁目１１番２号

1850 公益社団法人 日本木材加工技術協会 文京区 後楽１丁目７番１２号　林友ビル

1851 公益社団法人 日本木材保存協会 港区 虎ノ門４丁目２番５号　第３松坂ビル

1852 公益社団法人 日本モンゴル協会 新宿区 戸山１丁目２４番１号

1853 公益財団法人 日本野球連盟 千代田区 丸の内１丁目7番12号　（サピアタワー内）

1854 公益社団法人 日本薬学会 渋谷区 渋谷２丁目１２番１５号　日本薬学会長井記念館

1855 公益社団法人 日本薬剤学会 文京区 弥生２丁目４番１６号

1856 公益社団法人 日本薬剤師会 新宿区 四谷３丁目３番地１

1857 公益財団法人 日本薬剤師研修センター 港区 赤坂１丁目９番１３号

1858 公益社団法人 日本薬理学会 文京区 弥生２丁目４番１６号　学会センタービル

1859 公益財団法人 日本野鳥の会 品川区 西五反田３丁目９番２３号　丸和ビル
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1860 公益財団法人 日本郵趣協会 豊島区 目白１丁目４番２３号

1861 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 港区 赤坂１丁目１番１４号　ＮＯＦ溜池ビル5階

1862 公益社団法人 日本油化学会 中央区 日本橋３丁目１３番１１号　油脂工業会館内

1863 公益財団法人 日本油脂検査協会 江東区 新大橋1丁目8番2号　新大橋ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ101　3階

1864 公益財団法人 日本ユニセフ協会 港区 高輪４丁目６番１２号　ユニセフハウス

1865 公益社団法人 日本輸入食品安全推進協会 中央区 日本橋久松町９番８号

1866 公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟 渋谷区 恵比寿１丁目３番１号　朝日生命恵比寿ビル12F

1867 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 港区 虎ノ門１丁目１４番１号　郵政福祉琴平ビル２階

1868 公益財団法人 日本幼少年体育協会 板橋区 成増１丁目１２番１９号

1869 公益財団法人 日本世論調査協会 中央区 銀座６丁目１６番１２号　丸高ビル　中央調査社内

1870 公益財団法人 日本ライフセービング協会 港区 浜松町２丁目１番１８号トップスビル１階

1871 公益社団法人 日本ライフル射撃協会 渋谷区 神南１丁目１番１号

1872 公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会 港区 北青山２丁目8番35号　秩父宮ラグビー場クラブハウス内

1873 公益財団法人 日本リウマチ財団 港区 新橋5丁目８番１１号　新橋エンタービル11階

1874 公益社団法人 日本リウマチ友の会 千代田区 神田紺屋町6番地

1875 公益社団法人 日本理科教育振興協会 千代田区 神田小川町３丁目２８番地　昇龍館ビル

1876 公益社団法人 日本理学療法士協会 渋谷区 千駄ヶ谷３丁目８番５号

1877 公益財団法人 日本陸上競技連盟 新宿区 西新宿２丁目７番１号　小田急第一生命ビル17階

1878 公益財団法人 日本離島センター 千代田区 永田町１丁目11番32号

1879 公益財団法人 日本リトルリーグ野球協会 千代田区 丸の内１丁目７番１２号　サピアタワー

1880 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 千代田区 内神田１丁目１８番１２号

1881 公益社団法人 日本理容美容教育センター 渋谷区 代々木３丁目４６番１８号

1882 公益社団法人 日本料理研究会 中央区 築地２丁目１５番１５－２０１号

1883 公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会 豊島区 駒込１丁目４３番９号　一般財団法人口腔保健協会内

1884 公益社団法人 日本臨床検査同学院 千代田区 神田錦町１丁目１３番地

1885 公益社団法人 日本臨床工学技士会 文京区 湯島1丁目３番４号　KTお茶の水聖橋ビル5階

1886 公益社団法人 日本臨床細胞学会 千代田区 神田駿河台２丁目１１番１号　駿河台サンライズビル3階

1887 公益社団法人 日本臨床腫瘍学会 港区 浜松町2丁目１番１５号　芝パークビル6階

1888 公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 文京区 湯島一丁目10番5号　湯島D＆Aビル3階

1889 公益社団法人 日本冷凍空調学会 中央区 日本橋大伝馬町１３番７号　日本橋大富ビル
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1890 公益財団法人 日本レクリエーション協会 台東区 台東一丁目1番14号

1891 公益財団法人 日本レスリング協会 新宿区 霞ヶ丘町４番２号

1892 公益財団法人 日本労働文化財団 千代田区 神田駿河台3丁目２番１１号　連合会館4階

1893 公益社団法人 日本老年精神医学会 新宿区 神楽坂４丁目1番1号

1894 公益社団法人
日本ロジスティクスシステム協
会

港区 海岸一丁目15番1号　スズエベイディアム3階

1895 公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟 新宿区 四谷本塩町２番１１号

1896 公益財団法人 日本ＹＷＣＡ 千代田区 神田駿河台１丁目８番地１１　東京ＹＷＣＡ会館302号室

1897 公益社団法人 日本和紙絵画芸術協会 新宿区 高田馬場丁目２１番１０号　(豊電ビル307号)

1898 公益財団法人 日本ワックスマン財団 新宿区
大京町26番地1　マジェスティハウス新宿御苑パークナード101号
室

1899 公益財団法人 入管協会 千代田区 神田淡路町1丁目11番地3

1900 公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 千代田区 外神田３丁目９番２号

1901 公益財団法人 ＮＩＲＡ総合研究開発機構 渋谷区 恵比寿４丁目２０番３号

1902 公益財団法人 庭野平和財団 新宿区 新宿１丁目１６番９号シャンヴィラカテリーナ５階

1903 公益財団法人 認知症予防財団 千代田区 一ツ橋１丁目1番1号　毎日新聞社東京本社内

1904 公益財団法人 ネグロス育英会 江東区 亀戸２丁目４０番１号

1905 公益財団法人 根津美術館 港区 南青山６丁目５番１号

1906 公益財団法人 練馬区環境まちづくり公社 練馬区 豊玉北５丁目２９番８号

1907 公益社団法人 練馬区歯科医師会 練馬区 豊玉北６丁目５番１３号

1908 公益社団法人 練馬区シルバー人材センター 練馬区 豊玉北５丁目２９番８号　練馬センタービル5階

1909 公益社団法人 練馬区体育協会 練馬区 谷原１丁目７番５号　練馬区立総合体育館内

1910 公益財団法人 練馬区文化振興協会 練馬区 練馬１丁目１７番３７号　練馬区立練馬文化センター

1911 公益社団法人 練馬西法人会 練馬区 東大泉６丁目４７番１５号

1912 公益社団法人 練馬東法人会 練馬区 豊玉上２丁目２３番１０号

1913 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 港区 高輪１丁目３番１３号

1914 公益財団法人 年金融資福祉サービス協会 港区 西新橋２丁目５番１１号

1915 公益社団法人 能楽協会 新宿区 高田馬場４丁目４０番１３号　双秀ビル

1916 公益財団法人 農学会 文京区 弥生１丁目１番１号　東京大学内

1917 公益財団法人 農業倉庫基金 千代田区 神田小川町２丁目5番地

1918 公益社団法人 農業農村工学会 港区 新橋５丁目３４番４号　農業土木会館

1919 公益財団法人 農村更生協会 中央区 日本橋２丁目１番１６号
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1920 公益財団法人 濃飛会 八王子市 子安町２丁目５番８号

1921 公益社団法人
農林水産・食品産業技術振興協
会

港区 赤坂１丁目９番１３号

1922 公益財団法人 農林水産長期金融協会 千代田区 神田錦町３丁目13番地7

1923 公益財団法人 ノエビアグリーン財団 中央区 銀座７丁目６番１５号

1924 公益財団法人 野口研究所 板橋区 加賀1丁目9番7号

1925 公益財団法人 ノバルティス科学振興財団 港区 虎ノ門１丁目２３番１号　虎ノ門ヒルズ29階

1926 公益財団法人 野間教育研究所 文京区 大塚２丁目８番３号

1927 公益財団法人 野村学芸財団 武蔵野市 中町１丁目１９番２－４０２号矢島ビル

1928 公益財団法人 野村財団 中央区 日本橋１丁目９番１号

1929 公益財団法人 野村生涯教育センター 渋谷区 代々木１丁目47番13号

1930 公益財団法人 野村マネジメント・スクール 新宿区 西新宿１丁目２６番２号　新宿野村ビル(44F)

1931 公益財団法人 ハーモニィセンター 渋谷区
代々木神園町三丁目1番地　国立オリンピック記念青少年総合セン
ター内

1932 公益財団法人 ハーモニ王氏育英会 千代田区 富士見二丁目3番27号

1933 公益財団法人 ハーモニック伊藤財団 品川区 南大井６丁目２５番３号

1934 公益財団法人 ハーモニック伊藤財団 品川区 南大井６丁目２５番３号

1935 公益財団法人 廃棄物・３Ｒ研究財団 墨田区 両国３丁目２５番５号　ＪＥＩ両国ビル８Ｆ

1936 公益社団法人 配合飼料供給安定機構 中野区 中央５丁目８番１号

1937 公益社団法人 俳人協会 新宿区 百人町３丁目２８番１０号　俳句文学館内

1938 公益財団法人 ハイライフ研究所 中央区 銀座１丁目８番１４号　銀座ＹＯＭＩＫＯビル8階

1939 公益財団法人 博慈会記念財団 中央区 日本橋１丁目７番６号　日本橋日興美装ビル2階

1940 公益財団法人 博報児童教育振興会 港区 赤坂二丁目11番7号　ATT新館8階

1941 公益財団法人 白門奨学会 千代田区 神田駿河台３丁目１１番地　中央大学内

1942 公益財団法人 橋谷奨学会 江戸川区 東葛西３丁目１７番

1943 公益財団法人 長谷川財団 北区 赤羽南２丁目５番１号

1944 公益財団法人 長谷川留学生奨学財団 中央区 日本橋本町４丁目４番１４号

1945 公益財団法人 葉田財団 千代田区 九段北四丁目１番２８号九段ファーストプレイス３階

1946 公益社団法人 ハタチ基金 杉並区 高円寺南３丁目６６番３号　高円寺コモンズ２階

1947 公益社団法人 八王子観光コンベンション協会 八王子市 旭町１番１号セレオ八王子北館９階

1948 公益財団法人
八王子市学園都市文化ふれあい
財団

八王子市 本町２４番１号

1949 公益社団法人
八王子市勤労者福祉サービスセ
ンター

八王子市 元本郷町３丁目２４番１号
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1950 公益社団法人 八王子市シルバー人材センター 八王子市 大横町１１番３５号

1951 公益社団法人 八王子法人会 八王子市 大横町１４番２５号

1952 公益社団法人 八丈町シルバー人材センター 八丈町 大賀郷２５５１番地２

1953 公益財団法人 ８０２０推進財団 千代田区 九段北１丁目１番２０号　歯科医師会館内

1954 公益財団法人 発達科学研究教育センター 千代田区 五番町3番地1　五番町グランドビル７階

1955 公益社団法人 発達協会 北区 赤羽南２丁目１０番２０号

1956 公益財団法人 服部報公会 中央区 銀座1丁目20番14号

1957 公益社団法人 発明協会 港区 虎ノ門三丁目１番１号虎の門三丁目ビルディング内

1958 公益財団法人 パナソニック教育財団 港区 虎ノ門１丁目１番１０号　第2ローレルビル6階

1959 公益財団法人 母と学生の会 東村山市 富士見町１丁目７番地２

1960 公益財団法人
パブリックヘルスリサーチセン
ター

新宿区 西早稲田１丁目１番７号

1961 公益財団法人 パブリックリソース財団 中央区 湊２丁目16番25号

1962 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター 羽村市 羽東２丁目３番１号

1963 公益財団法人 早川清文学振興財団 千代田区 神田東松下町４６番地５

1964 公益財団法人 原田積善会 世田谷区 等々力３丁目３３番３号

1965 公益財団法人
原・フルタイムシステム科学技
術振興財団

千代田区 岩本町２丁目１０番１号

1966 公益財団法人 犯罪被害救援基金 千代田区 平河町２丁目３番６号

1967 公益財団法人 バンダイコレクション財団 台東区 駒形1丁目４番８号

1968 公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団 千代田区
丸の内１丁目１１番１　パシフィックセンチュリープレイス丸の内
31階

1969 公益財団法人 ビー・エム・エル医療教育基金 渋谷区 千駄ヶ谷5丁目21番3号

1970 公益財団法人 美育文化協会 千代田区 岩本町３丁目６番１０号

1971 公益社団法人 非営利法人研究学会 千代田区 神田小川町３丁目６番１号栄信ビル９階

1972 公益社団法人 被害者支援都民センター 新宿区 戸山３丁目１８番１号

1973 公益社団法人
東久留米市シルバー人材セン
ター

東久留米
市

下里４丁目１番４４号

1974 公益財団法人 東日本大震災復興支援財団 港区 東新橋１丁目９番１号

1975 公益財団法人 東日本鉄道文化財団 渋谷区 代々木２丁目２番２号

1976 公益財団法人 東日本不動産流通機構 千代田区 鍛冶町２丁目３番２号　神田センタービルディング2階

1977 公益社団法人 東村山市医師会 東村山市 本町４丁目５番地６号

1978 公益財団法人
東村山市勤労者福祉サービスセ
ンター

東村山市 本町１丁目1番地1

1979 公益社団法人 東村山市シルバー人材センター 東村山市 久米川町４丁目９番地１９
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1980 公益社団法人 東村山市体育協会 東村山市 久米川町３丁目３０番地５

1981 公益社団法人 東村山法人会 東村山市 本町1丁目２３番地６

1982 公益社団法人 東大和市医師会 東大和市 立野１丁目16番地の1

1983 公益社団法人 東大和市シルバー人材センター 東大和市 中央３丁目９１２番地の３

1984 公益財団法人 美術工芸振興佐藤基金 足立区 千住橋戸町２３番地

1985 公益財団法人 美術文化振興協会 杉並区 西荻南４丁目１２番地４号

1986 公益財団法人 ピジョン奨学財団 中央区 日本橋久松町4-4

1987 公益財団法人 微生物化学研究会 品川区 上大崎３丁目１４番２３号

1988 公益財団法人 日立金属・材料科学財団 港区 港南1丁目2番70号　品川シーズンテラス

1989 公益財団法人 日立財団 千代田区 丸の内１丁目６番１号

1990 公益財団法人 ビックカメラ奨学金財団 板橋区 西台1丁目27番23号

1991 公益財団法人 備中館 文京区 白山４丁目８番４号

1992 公益財団法人 一ツ橋綜合財団 千代田区 神田神保町２丁目１７番１０号

1993 公益財団法人 一橋大学基督教青年会 国立市 東1丁目20番12号　ＹＭＣＡ一橋寮

1994 公益財団法人 一橋大学後援会 国立市 中２丁目１番地　一橋大学内

1995 公益財団法人 一ツ橋文芸教育振興会 千代田区 一ツ橋２丁目5番10号　集英社ビル

1996 公益社団法人 日野市医師会 日野市 多摩平3丁目1番地の12

1997 公益財団法人 日野市環境緑化協会 日野市 神明２丁目１３番地の１

1998 公益社団法人 日野市シルバー人材センター 日野市 日野本町２丁目４番地の７

1999 公益財団法人 日野自動車グリーンファンド 日野市 日野台３丁目１番地１

2000 公益社団法人 日の出町シルバー人材センター
西多摩郡
日の出町

大字平井１７８６番地の１

2001 公益社団法人 檜原村シルバー人材センター
西多摩郡
檜原村

４２０番地

2002 公益社団法人 日野法人会 日野市 高幡３番地の８ 田中ビル2階

2003 公益財団法人 ヒューマニン財団 杉並区 上高井戸一丁目22番12号

2004 公益財団法人 ヒューマンサイエンス振興財団 千代田区 岩本町２丁目11番1号

2005 公益社団法人 兵庫県育才会 渋谷区 代々木５丁目５０番１１号

2006 公益財団法人 平木浮世絵財団 江東区 豊洲２丁目5番3号

2007 公益財団法人 平山教育財団 品川区 東五反田１丁目１１番２号　株式会社電波新聞社内

2008 公益財団法人 肥料科学研究所 千代田区 紀尾井町3番29号　日本農業研究会館

2009 公益財団法人 ヒロセ国際奨学財団 港区 六本木１丁目７番２７号



公益財団・社団法人一覧 令和元年12月末時点

項番 法人種類 法人名称 主たる事業所住所

2010 公益財団法人
ファイザーヘルスリサーチ振興
財団

渋谷区 代々木３丁目２２番７号

2011 公益財団法人 風樹会 千代田区 一ツ橋２丁目５番５号　株式会社岩波書店内

2012 公益財団法人 ＰＨＯＥＮＩＸ 江東区 新木場1丁目7番22号

2013 公益財団法人 フォーリン・プレスセンター 千代田区 内幸町２丁目２番１号 日本プレスセンタービル6階

2014 公益財団法人 深井奨学財団 新宿区 戸山３丁目１９番１号　東京都立戸山高等学校内

2015 公益財団法人 深田地質研究所 文京区 本駒込２丁目１３番１２号

2016 公益社団法人 福島原発行動隊 千代田区 神田淡路町1丁目２１-7　静和ビル1階A室

2017 公益財団法人 福田記念医療技術振興財団 文京区 湯島２丁目３１番２０号　フクダ電子株式会社青木町ビル9階

2018 公益財団法人 福田靖子賞基金 豊島区 巣鴨１丁目１５番１号　宮田ビル

2019 公益財団法人 福太郎奨学財団 豊島区 巣鴨２丁目１２番１０号　巣鴨信用金庫研修会館内

2020 公益財団法人 不二科学技術振興財団 世田谷区 等々力七丁目17番24号

2021 公益財団法人 フジクラ育英会 江東区 木場１丁目５番１号

2022 公益財団法人 フジクラ財団 江東区 木場１丁目５番１号　株式会社フジクラ内

2023 公益財団法人 富士宮育英財団 港区 南青山５丁目１０番６号　株式会社九曜社内

2024 公益財団法人 藤森科学技術振興財団 新宿区 西新宿１丁目２３番７号

2025 公益社団法人 腐食防食学会 文京区 本郷２丁目１３番１０号　湯淺ビル５Ｆ

2026 公益財団法人 藤原科学財団 中央区 銀座３丁目７番１２号

2027 公益財団法人
藤原ナチュラルヒストリー振興
財団

目黒区 上目黒１丁目２６番１号

2028 公益財団法人 府中市勤労者福祉振興公社 府中市 府中町２丁目２５番地の１ 中央文化センター5階

2029 公益社団法人 府中市シルバー人材センター 府中市 府中町1-30　市立ふれあい会館2階

2030 公益財団法人 府中文化振興財団 府中市 浅間町１丁目２番地

2031 公益財団法人 仏教伝道協会 港区 芝４丁目3番14号

2032 公益社団法人 福生市シルバー人材センター 福生市 牛浜１６３番地　さくら会館内

2033 公益社団法人 物理探査学会 千代田区 東神田１丁目５番６号

2034 公益社団法人 不動産保証協会 千代田区 紀尾井町３番３０号　全日会館

2035 公益財団法人 不動産流通推進センター 千代田区 永田町１丁目１１番３０号　サウスヒル永田町８Ｆ

2036 公益財団法人 富徳会 墨田区 本所１丁目３番７号

2037 公益財団法人 船井情報科学振興財団 千代田区 外神田４丁目１１番５号　船井ビル2階

2038 公益財団法人
プラン・インターナショナル・
ジャパン

世田谷区 三軒茶屋２丁目１１番２２号

2039 公益財団法人 フランス語教育振興協会 千代田区 九段北一丁目８番１号
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2040 公益財団法人 フランス文化センター 新宿区 市谷船河原町15番地

2041 公益財団法人
フランスベッド・メディカル
ホームケア研究・助成財団

新宿区 西新宿６丁目２２番１号　新宿スクエアタワー2階

2042 公益財団法人
ブルーシー・アンド・グリーン
ランド財団

港区 虎ノ門３丁目４番１０号　虎ノ門３５森ビル９Ｆ

2043 公益財団法人 古岡奨学会 品川区 西五反田８丁目３番１３号　フルオカビル１０階

2044 公益財団法人 古河記念基金 千代田区 丸の内２丁目２番３号　古河三水会内

2045 公益財団法人 ブレインサイエンス振興財団 中央区 八重洲２丁目６番２０号　ホンダ八重洲ビル7階

2046 公益社団法人
プレストレストコンクリート工
学会

新宿区 津久戸町４番６号　第３都ビル５Ｆ

2047 公益財団法人 文化科学教育研究会 港区 麻布十番２丁目１６番８号

2048 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会 荒川区 西日暮里２丁目３２番１５号

2049 公益財団法人 文化財虫菌害研究所 新宿区 新宿２丁目１番８号

2050 公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団 台東区 上野公園１２番５０号

2051 公益財団法人 文京アカデミー 文京区 春日１丁目１６番２１号　文京シビックセンター内

2052 公益社団法人 文京区シルバー人材センター 文京区 春日１丁目１６番２１号　文京シビックセンター内

2053 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構 中央区 日本橋小伝馬町15番15号

2054 公益財団法人 米日カウンシル－ジャパン 千代田区 紀尾井町４番１号　ニューオータニガーデンコート12Ｆ

2055 公益財団法人 平和中島財団 港区 赤坂１丁目１２番３２号　アーク森ビル３３Ｆ

2056 公益社団法人 ベトナム協会 港区
六本木６丁目２－３３　六本木ヒルズノースタワーアネックスビル3
Ｆ

2057 公益財団法人 ベネッセこども基金 多摩市 落合一丁目34番地

2058 公益財団法人 ベルマーク教育助成財団 中央区 築地５丁目４番18号

2059 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 江東区 亀戸６丁目４１番２０号　機缶健保会館2階

2060 公益財団法人 防衛基盤整備協会 新宿区 四谷本塩町１５番９号

2061 公益財団法人 防衛大学校学術・教育振興会 新宿区 本塩町１５番７号

2062 公益財団法人 放射線影響協会 千代田区 鍛冶町１丁目９番１６号　丸石第２ビル５Ｆ

2063 公益社団法人 宝生会 文京区 本郷１丁目５番９号

2064 公益財団法人 放送文化基金 渋谷区 宇田川町４１番１号

2065 公益財団法人 報知社会福祉事業団 港区 港南４丁目6番49号　報知新聞社内

2066 公益財団法人 防長教育会 港区 高輪３丁目２５番２３号

2067 公益財団法人 防長倶楽部 港区 高輪３丁目２５番２３号　京急第2ビル4階

2068 公益財団法人 報農会 小平市 花小金井南町1丁目12番11号　ＢＬＯＳＳＯＭみさと

2069 公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター 千代田区 内神田１丁目１番５号　東京都産業労働局神田庁舎6階
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2070 公益財団法人 墓園普及会 新宿区 西新宿６丁目５番１号

2071 公益財団法人 ボーイスカウト日本連盟 杉並区 下井草4丁目4番3号

2072 公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団 品川区 西五反田２丁目２番１０号

2073 公益財団法人 ポーラ美術振興財団 品川区 西五反田２丁目２番３号

2074 公益財団法人 朴龍九育英会 中央区 日本橋三丁目８番６号

2075 公益財団法人 母子衛生研究会 千代田区 外神田２丁目１８番７号

2076 公益社団法人 母子保健推進会議 新宿区 市谷田町１丁目１０番地

2077 公益財団法人 輔仁会 武蔵野市 吉祥寺東町３丁目２８番１６号

2078 公益社団法人 北海道倶楽部 千代田区 永田町２丁目１７番１７号

2079 公益財団法人 北海道在京学生後援会 練馬区 石神井台７丁目２３番８号

2080 公益社団法人 本郷法人会 文京区 本郷３丁目２６番８号

2081 公益財団法人 本庄国際奨学財団 渋谷区 富ヶ谷１丁目１４番９号

2082 公益社団法人 本所法人会 墨田区 業平1丁目７番１２号

2083 公益財団法人 本田財団 中央区 八重洲２丁目６番２０号　ホンダ八重洲ビル

2084 公益財団法人 マース奨学財団 新宿区 新宿１丁目１０番７号

2085 公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団 千代田区 一ツ橋１丁目１番１号

2086 公益財団法人 前川財団 江東区 牡丹二丁目4番1号

2087 公益財団法人 前川ヒトづくり財団 江東区 牡丹2丁目10番１号リヴェール河庄２０４号

2088 公益財団法人 前川報恩会 江東区 牡丹３丁目１０番７号

2089 公益財団法人 前澤育英財団 中央区 新川１丁目５番１７号

2090 公益財団法人 前田育徳会 目黒区 駒場４丁目３番５５号

2091 公益財団法人 前田記念工学振興財団 千代田区 九段北４丁目３番１号　一口坂中央ビル

2092 公益社団法人 マスコミ世論研究所 北区 滝野川６丁目８２番２号

2093 公益財団法人 升本学術育英会 新宿区 揚場町1番21号

2094 公益社団法人 町田市シルバー人材センター 町田市 森野１丁目１番１５号　わくわくプラザ町田内

2095 公益社団法人 町田法人会 町田市 森野１丁目９番２０号　第２矢沢ビル４階

2096 公益社団法人 街づくり区画整理協会 千代田区 紀尾井町３番３２号

2097 公益財団法人 まちみらい千代田 千代田区 神田錦町３丁目２１番地

2098 公益財団法人 松井角平記念財団 中央区 新川1丁目17番22号

2099 公益財団法人 松尾育英会 港区 南青山６丁目１番３号
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2100 公益財団法人 松尾学術振興財団 杉並区 高円寺北２丁目２９番１５号　善和ビル

2101 公益財団法人 松尾芸能振興財団 港区 南青山６丁目１番３号

2102 公益社団法人 真向法協会 渋谷区 南平台町１３番１６号

2103 公益財団法人 松前国際友好財団 杉並区 上萩４丁目１４番４６号

2104 公益財団法人 松山バレエ団 港区 南青山3丁目１０番１６号

2105 公益社団法人 マナーキッズプロジェクト 杉並区 高円寺北３丁目２２番３号　デルコホームズ

2106 公益財団法人
麻薬・覚せい剤乱用防止セン
ター

港区 虎ノ門２丁目７番９号

2107 公益財団法人 マラッカ海峡協議会 港区 虎ノ門1丁目12番地1号

2108 公益財団法人 マリンスポーツ財団 港区 三田３丁目１４番１０号

2109 公益財団法人 丸和育志会 杉並区 浜田山三丁目33番18号内藤ビル202

2110 公益財団法人 マンション管理センター 千代田区 一ツ橋２丁目５番５号　岩波書店一ツ橋ビル7階

2111 公益財団法人 三河郷友会 文京区 小石川５丁目１９番３７号

2112 公益財団法人 御器谷科学技術財団 大田区 仲池上２丁目９番４号 日東工器（株）本社ビル４階

2113 公益財団法人 三島海雲記念財団 渋谷区 広尾1丁目6番10号　ジラッファビル

2114 公益財団法人 水谷糖質科学振興財団 千代田区 丸の内１丁目６番１号　丸の内センタービルディング　9階

2115 公益財団法人 水と緑の惑星保全機構 港区 赤坂1丁目9番13号　三会堂ビルディング8階

2116 公益財団法人 ミズノスポーツ振興財団 千代田区 神田小川町３丁目２２番

2117 公益財団法人 みずほ育英会 中央区 八重洲2丁目4番1号　ﾕﾆｿﾞ八重洲ﾋﾞﾙ

2118 公益財団法人 みずほ学術振興財団 中央区 八重洲2丁目4番1号　ﾕﾆｿﾞ八重洲ﾋﾞﾙ

2119 公益財団法人 みずほ教育福祉財団 千代田区 内幸町１丁目1番5号

2120 公益財団法人 みずほ国際交流奨学財団 千代田区 内幸町１丁目1番5号

2121 公益財団法人 みずほ福祉助成財団 千代田区 内幸町１丁目1番5号

2122 公益社団法人 瑞穂町シルバー人材センター
西多摩郡
瑞穂町

大字二本木９２４番地１

2123 公益財団法人 三鷹国際交流協会 三鷹市 下連雀３丁目３０番１２号

2124 公益社団法人 三鷹市医師会 三鷹市 野崎１丁目７番２３号

2125 公益社団法人 三鷹市シルバー人材センター  三鷹市 新川６丁目３５番１６号

2126 公益財団法人 三鷹市スポーツと文化財団 三鷹市 上連雀６丁目１２番１４号

2127 公益財団法人 三井住友海上福祉財団 千代田区 神田駿河台３丁目9番地

2128 公益財団法人 三井住友海上文化財団 中央区 京橋1-6-1　三井住友海上ﾃﾌﾟｺﾋﾞﾙ

2129 公益財団法人 三井住友銀行国際協力財団 千代田区 丸の内１丁目1番2号
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2130 公益財団法人 三井物産貿易奨励会 中央区 日本橋人形町３丁目１０番２号

2131 公益財団法人 三井文庫 中野区 上高田５丁目１６番１号

2132 公益財団法人 三越厚生事業団 新宿区 西新宿１丁目２４番１号 エステック情報ビル

2133 公益財団法人 三菱ガス化学記念財団 千代田区 丸の内２丁目５－２

2134 公益財団法人 三菱経済研究所 文京区 湯島４丁目１０番１４号

2135 公益財団法人 三菱財団 千代田区 丸の内二丁目３番１号　三菱商事ビルディング21階

2136 公益財団法人 三菱商事復興支援財団 千代田区 丸の内２丁目３番１号

2137 公益財団法人 三菱ＵＦＪ環境財団 港区 芝２丁目４番３号　三菱東京ＵＦＪ銀行芝ビル

2138 公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託芸術文化財団 中央区 日本橋２丁目２番４号

2139 公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託奨学財団 中央区 日本橋２丁目２番４号　日本橋ビル

2140 公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 中央区 日本橋２丁目２番４号　日本橋ビル

2141 公益財団法人 三菱ＵＦＪ技術育成財団 港区 芝２丁目４番３号

2142 公益財団法人 三菱ＵＦＪ国際財団 港区 芝２丁目４番３号

2143 公益財団法人 三菱養和会 豊島区 巣鴨２丁目８番１号

2144 公益財団法人 水戸育英会 世田谷区 上用賀４丁目１番２４号

2145 公益社団法人 緑の安全推進協会 千代田区 内神田３丁目３番４号

2146 公益財団法人 緑の地球防衛基金 中央区 新川２丁目６番１６号　馬事畜産会館203

2147 公益社団法人 港区シルバー人材センター 港区 南麻布１丁目５番２６号　 ゆうあい南麻布

2148 公益財団法人 港区スポーツふれあい文化健康財団 港区 赤坂４丁目１８番１３号

2149 公益財団法人 宮川庚子記念研究財団 港区 南青山２丁目19番8号

2150 公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団 渋谷区 大山町１番２３号

2151 公益社団法人 三宅村シルバー人材センター 三宅村 坪田３００７番地

2152 公益財団法人 未来工学研究所 江東区 深川２丁目6番11号

2153 公益財団法人 みらいＲＩＴＡ 港区 白金台３丁目１９－６白金台ビル５階

2154 公益財団法人 ミレ教育財団 台東区 台東３丁目41番10号

2155 公益財団法人 三輪正人育英会 大田区 北千束1丁目51番1号

2156 公益財団法人 民間放送教育協会 港区 六本木６丁目９番１号

2157 公益財団法人 民際センター 中央区 日本橋本町２丁目６番１３号　山三ビル７階

2158 公益財団法人 民事紛争処理研究基金 文京区 本郷６丁目2番10号　モンテベルデ東大前501号

2159 公益財団法人 みんなの夢をかなえる会 大田区 羽田１丁目１番３号
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2160 公益財団法人 無窮会 新宿区 新宿1-10-2文芸社別館2階

2161 公益社団法人 向島法人会 墨田区 東向島２丁目８番５号

2162 公益財団法人 武蔵野健康づくり事業団 武蔵野市 吉祥寺北町４丁目８番１０号 武蔵野市立保健センター2階

2163 公益財団法人 武蔵野市国際交流協会 武蔵野市 境２丁目１４番１号　スイングビル９階

2164 公益財団法人 武蔵野市子ども協会 武蔵野市 西久保１丁目６番２７号　多摩信用金庫武蔵野支店４階

2165 公益社団法人 武蔵野市シルバー人材センター 武蔵野市 中町３丁目５番１６号

2166 公益財団法人 武蔵野市福祉公社 武蔵野市 吉祥寺北町１丁目9番1号

2167 公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団 武蔵野市 吉祥寺北町5丁目11番20号　武蔵野市立武蔵野総合体育館内

2168 公益社団法人 武蔵野青年会議所 武蔵野市 吉祥寺本町１丁目１０番７号

2169 公益財団法人 武蔵野文化事業団 武蔵野市 中町３丁目９番１１号

2170 公益社団法人 武蔵野法人会 武蔵野市 中町２丁目１１番１３号 三鷹ビル3階

2171 公益社団法人 武蔵府中青色申告会 府中市 本町４丁目１５番地の２２

2172 公益社団法人 むさし府中青年会議所 府中市 緑町３丁目５番地の２

2173 公益社団法人
武蔵村山市シルバー人材セン
ター

武蔵村山
市

学園４丁目２番地の１

2174 公益財団法人 村内美術館 八王子市 左入町787番地

2175 公益財団法人
メイク・ア・ウィッシュオブ
ジャパン

千代田区 一番町１０番１０号相模屋第三ビル３Ｆ

2176 公益財団法人 明光教育研究所 新宿区 西新宿7丁目20番1号

2177 公益財団法人
明治安田クオリティオブライフ
文化財団

新宿区 西新宿１丁目９番１号

2178 公益財団法人 明治安田厚生事業団 新宿区 西新宿1丁目8番3号

2179 公益財団法人 明治安田こころの健康財団 豊島区 高田３丁目１９番１０号

2180 公益財団法人 目黒寄生虫館 目黒区 下目黒４丁目１番１号

2181 公益財団法人 目黒区勤労者サービスセンター 目黒区 目黒２丁目４番３６号 目黒区民センター

2182 公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団 目黒区 八雲１丁目１番１号

2183 公益財団法人 目黒区国際交流協会 目黒区 上目黒２丁目１９番１５号

2184 公益社団法人 目黒区シルバー人材センター 目黒区 目黒１丁目２５番２６号

2185 公益社団法人 目黒法人会 目黒区 中町２丁目４３番１７号

2186 公益財団法人 メトロ文化財団 千代田区 神田須田町1丁目5番地11

2187 公益財団法人 モーターボート競走保安協会 港区 三田３丁目１２番１２号　笹川記念会館別館　6階

2188 公益財団法人 文字・活字文化推進機構 千代田区 神田神保町３丁目１２番地３

2189 公益財団法人 持田記念医学薬学振興財団 新宿区 四谷本塩町３番１号　四谷ワイズビル
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2190 公益社団法人
モバイル・ホスピタル・イン
ターナショナル

中央区 新川１丁目３０番７号

2191 公益財団法人 森田奨学育英会 台東区 上野２丁目１１番１５号

2192 公益財団法人 盛田正明テニス・ファンド 港区 南青山５丁目4番29号

2193 公益財団法人 森永奉仕会 港区 港南３丁目８番１号　港南ビル２階

2194 公益財団法人 森永酪農振興協会 港区 芝５丁目３３番１号1

2195 公益財団法人 森村豊明会 港区 虎ノ門１丁目13番8号

2196 公益財団法人 守屋留学生交流協会 千代田区 神田神保町三丁目29番地

2197 公益財団法人 野球殿堂博物館 文京区 後楽１丁目3番61号

2198 公益財団法人 薬学研究奨励財団 渋谷区 渋谷２丁目１２番１５号　日本薬学会長井記念館２Ｆ

2199 公益財団法人 薬学振興会 文京区 本郷７丁目３番１号　東京大学薬学部内

2200 公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構 港区 西新橋１丁目９番２号植松ビル5階

2201 公益財団法人 薬力学研究会 文京区 湯島1丁目5番45号　東京医科歯科大学内

2202 公益財団法人 薬理研究会 文京区 本郷２丁目４０番１４号　山崎ビル２０２号Ｃ

2203 公益財団法人
ヤクルト・バイオサイエンス研
究財団

中央区 銀座７丁目１６番２１号　銀座木挽ビル2階

2204 公益財団法人 矢崎科学技術振興記念財団 港区 虎ノ門１丁目１３番３号　虎ノ門東洋共同ビル

2205 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 港区 新橋三丁目１番１号

2206 公益財団法人 安田奨学財団 目黒区 青葉台２丁目１９番１０号

2207 公益財団法人 柳井正財団 港区 赤坂９丁目７番１号　ミッドタウン・タワー

2208 公益財団法人 矢野恒太記念会 千代田区 有楽町１丁目１３番１号　第一生命本館内

2209 公益財団法人 やまがた育英会 北区 中里３丁目７番７号

2210 公益財団法人 山口内分泌疾患研究振興財団 港区 芝浦二丁目15番6号　ｵｱｰｾﾞ芝浦MJﾋﾞﾙ４階

2211 公益財団法人 山崎香辛料振興財団 中央区 八丁堀１丁目３番２

2212 公益財団法人 山路ふみ子文化財団 港区 元赤坂１丁目１番７号　赤坂モートサイド１２０１号

2213 公益財団法人 山田長満奨学会 世田谷区 成城６丁目２８番１８号

2214 公益財団法人 山種美術財団 渋谷区 広尾３丁目１２-３６

2215 公益財団法人 ヤマト福祉財団 中央区 銀座2丁目12番18号

2216 公益財団法人 山梨共修社 文京区 千石４丁目9番1号

2217 公益財団法人 ヤマノ文化財団 渋谷区 代々木一丁目３０番７号

2218 公益財団法人 友愛 文京区 小石川１丁目１０番地１３号小石川文天ビル2階

2219 公益財団法人 友愛福祉財団 千代田区 神田三崎町１丁目3番12号
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2220 公益社団法人 有機合成化学協会 千代田区 神田駿河台一丁目５番地　化学会館

2221 公益財団法人 Ｕビジョン研究所 渋谷区 渋谷一丁目３番１８号　ビラ・モデルナA-405

2222 公益社団法人 雪谷法人会 大田区 雪谷大塚町１１番６号

2223 公益社団法人 雪センター 中央区 日本橋堀留町１丁目３番１７号　日本橋三洋ビル

2224 公益社団法人 ゆとりちよだ 千代田区 神田錦町３丁目２１番地　ちよだプラットフォームスクウェア4階

2225 公益社団法人
ユナイテッド・ワールド・カレッジ
日本協会

千代田区 大手町１丁目３番２号　経団連会館内

2226 公益財団法人 ユニジャパン 中央区 築地4丁目1番1号

2227 公益財団法人 ユニ・チャーム共振財団 港区 三田３丁目5番27号

2228 公益社団法人 ユニバーサル志縁センター 港区 新橋４丁目２４－１０アソルティ新橋ビル５階５０２

2229 公益財団法人 ユニベール財団 新宿区 四谷２丁目１４番８号

2230 公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター 千代田区 神田神保町１丁目３２番地7階　日本出版会館

2231 公益財団法人 陽光美術館 台東区 北上野２丁目１３番８号

2232 公益財団法人 幼少年教育研究所 新宿区 高田馬場１丁目２番１５－４１０号　早稲田永谷マンション

2233 公益財団法人 溶接接合工学振興会 千代田区 神田佐久間町4-20

2234 公益財団法人 横山大観記念館 台東区 池之端１丁目4番24号

2235 公益財団法人 吉川英治国民文化振興会 文京区 音羽２丁目12番21号　講談社内

2236 公益財団法人 吉田育英会 墨田区 亀沢３丁目２２番地１号　ＹＫＫ60ﾋﾞﾙ内

2237 公益財団法人 吉田科学技術財団 千代田区 五番町５番地６　ビラカーサ五番町４０４

2238 公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団 中央区 銀座７丁目４番１７号　電通銀座ビル

2239 公益財団法人 吉野石膏美術振興財団 千代田区 丸の内３丁目３－１　新東京ビル

2240 公益社団法人 四谷法人会 新宿区 四谷三栄町１１番２号

2241 公益社団法人 米沢有為会 調布市 入間町1丁目36番地

2242 公益財団法人 ヨネックススポーツ振興財団 文京区 湯島３丁目２３番１３号

2243 公益財団法人 米濱・リンガーハット財団 品川区 大崎1丁目6番1号

2244 公益財団法人 予防医学事業中央会 新宿区 市谷砂土原町１丁目２番地

2245 公益財団法人 予防接種リサーチセンター 中央区 日本橋大伝馬町１４番１号

2246 公益財団法人 読売日本交響楽団 千代田区 神田錦町３丁目２０番地　錦町トラッドスクエア5階

2247 公益財団法人 ライオン歯科衛生研究所 墨田区 本所１丁目３番７号

2248 公益財団法人 ライオンズ日本財団 港区 北青山３丁目３番７号

2249 公益財団法人
ライフ・エクステンション研究
所

台東区 東上野２丁目２３番１６号
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2250 公益財団法人 ライフサイエンス振興財団 千代田区 麹町２丁目１２番１号 ＫＤＸレジデンス半蔵門702号室

2251 公益社団法人 落語芸術協会 新宿区 西新宿６丁目１２番３０号

2252 公益財団法人 楽天未来のつばさ 中央区 日本橋小伝馬町１６番５号

2253 公益財団法人
ラグビーワールドカップ２０１
９組織委員会

新宿区 霞ヶ丘町４－１日本青年館・日本スポーツ振興センタービル

2254 公益財団法人 ラボ国際交流センター 新宿区 大久保1-3-21 新宿TXビル2階

2255 公益社団法人 リース事業協会 千代田区 内幸町２丁目２番２号　富国生命ビル13階

2256 公益財団法人 理想教育財団 港区 新橋２丁目２０番１５号　新橋駅前ビル1号館

2257 公益財団法人 リソー教育岩佐財団 豊島区 目白３丁目1番40号

2258 公益財団法人 りそな中小企業振興財団 品川区 上大崎３丁目2番1号　目黒センタービル　４階

2259 公益財団法人 りそな未来財団 江東区 木場１丁目５番６５号

2260 公益財団法人 立正育英会 大田区 池上１丁目32番15号　宗教法人日蓮宗宗務院内

2261 公益社団法人 立体駐車場工業会 中央区 新川２丁目９番９号

2262 公益財団法人 リバーフロント研究所 中央区 新川１丁目１７番２４号

2263 公益財団法人 留学生支援企業協力推進協会 中央区 日本橋１丁目２０番５号

2264 公益財団法人 流通経済研究所 千代田区 九段南４丁目8番21号

2265 公益財団法人 利用運送振興会 港区 東新橋１丁目９番３号　日本通運本社ビル９Ｆ

2266 公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 江東区 有明３丁目7番26号 有明ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙB棟9階

2267 公益社団法人 緑丘会 豊島区 東池袋３丁目１番１号

2268 公益財団法人 臨床薬理研究振興財団 中央区 日本橋３丁目１４番１０号

2269 公益財団法人 連合総合生活開発研究所 千代田区 九段南2丁目3番14号

2270 公益財団法人 労災保険情報センター 文京区 後楽１丁目4番25号

2271 公益財団法人 労働問題リサーチセンター 千代田区 平河町２丁目３番１０号　ライオンズマンション平河町503

2272 公益社団法人 労務管理教育センター 品川区 上大崎２丁目２５番２号

2273 公益財団法人 ロータリー日本財団 港区 三田１丁目4番28号　三田国際ビル24階

2274 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 港区 芝公園２丁目６番１５号

2275 公益財団法人 ロッテ財団 新宿区 西新宿３丁目２０－２

2276 公益社団法人 ロングライフビル推進協会 港区 浜松町２丁目１番１３号　芝エクセレントビル４階

2277 公益財団法人 ＹＦＵ日本国際交流財団 千代田区 内幸町２丁目２番１号　日本プレスセンタービル6階

2278 公益財団法人 和歌山県奨学会 調布市 佐須町３丁目１６番２号

2279 公益財団法人 和敬塾 文京区 目白台１丁目２１番２号
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2280 公益財団法人 早稲田大学ＹＭＣＡ 新宿区 西早稲田２丁目５番２号

2281 公益財団法人 早稲田奉仕園 新宿区 西早稲田２丁目３番１号

2282 公益財団法人 １ｍｏｒｅ　Ｂａｂｙ応援団 港区 高輪３丁目２２番９号


